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序章 両大戦間期における銀行合同研究の課題 と方法

1 銀行合同の経済上の意義

本論文は､両大戦間期における銀行合同の展開過程を研究対象 とす る｡ 当該

時期における銀行合同は､三和良一 『概説 日本経済史 近現代』(第 2版､2002

午)をはじめとする多 くの概説書でも言及 されてお り､日本の近現代経済史を

理解するうえで､極めて重要な分野の一つ となっている｡

この点をふまえ､本帝文は､両大戦間期に掛 ナる地方銀行を中心 とする金融

構造の再編成過程を､新潟県の事例分析を通 じて､明らかにしようとするもの

である｡ 課'題 を述べ る前に､両大戦間期におけ･る銀行合同の経済史上の意義を

確課 しておきたいO

明治時代以降､銀行が 日本各均で多 く設立 され､日本の経済発展を金融面で

支 えたO しか し､これらの銀行の過半は規模が零細で､そ うした弱小銀行は､

両大戦間期 に率いて､戦後反動恐慌､関東大震災､金融恐慌､昭和恐慌､とい

う一連の景気変動の過程で整理淘汰 されていったoこの事態にたい して､政府

は銀行合同政策 を実施 し､金融基盤 を強化 しよ うとした｡.大都市においては 日

露戦争後に五大銀行 とよばれ る財閥系都市銀行 に集約 されていたが､地方 にお

いては､金融恐慌 と銀行合 同政策の結果 として､両大戦間期め終わ りごろには､l

各県において､一行もしくは二行の有力地方銀行のみが残 されることになったO

そ して､五大銀行 と地方銀行のあいだには､｢金融の二重構造｣とよばれ る現

象が生 じた｡

地方における大規模な銀行合同は､決 し七偶然に生まれたものではないO第

一次大戦前の金融構造は､前述のとお り､弱小銀行が 日本各地に多数存在 して .

いた｡これ ら地方の弱小銀行は､地主資金を仲介することにより､地場産業や

農業を中心に資金供給を行っていた0両大戦間期におV.､ては､一連の恐慌 によ

り､また地主制の後退により､これ らの弱小銀行 も大きな影響を受 け､営業は

悪化 していたO この時期においては､銀行の取付けも多発 してい るO 妾 のこと

は､地場産業や農業への資金供給が滞ることをも意味した｡

地方の経済を安定的に発展 させ るためには地方銀行の経営基盤 を強化 しな
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ければならず､政府は地方の金融市場 を安定化 させ るために､銀行合 同政策に

着手することとした｡銀行法の制定が 1927年であったことは､きわめて象徴

■的である｡ このときの 日本経済は､金融恐慌の渦 中にあった｡ 銀行法 によ り､

資本金の最低額は 1､00万円 (特定地域では 200万円)に引き上げることが虐め

られ､弱小銀行の数は急激 に減少 した｡銀行絵以外にも､種々の政策 を通 して､

政府は銀行の合同を推進 して規模の拡大をはかった.

銀行合同政策の結果､地方金融市場においても､安定的な資金供給を可能 と

す る金融システムが構築 された｡ その意味では､政府の政策は成功であったと

評価 してよい｡しかし､政府の政策が成功するためには､その政策が地方経済

pや地方の銀行界にとって連合的だったからではないであろ うか｡琴行合同政策

は､地方経済や地方の銀行界にとって､好ましい政策であったのではないであ

ろ うか｡

なぜ政府の銀行合同政策が成功 したのか､本論文では､その理 由の一端を考
-.

えたい｡

2 先行研究及び石井 ｡白鳥の問題提起

前述のとお り､両大戦間期 における銀行合同は､日本の近現代経済史を理解

す るうえで､重要なできごとであった｡ そのことか ら､銀行合同に関す る先行

研究は多い｡

そ うした先行研究に共通する特徴は､政府の銀行政策 とい う政策史か らのア

プローチをとっていることである｡その理由は､伊牟田敏充が､朝倉孝膏編『両

大戦間期における金融構造』(1980年)所収の論文で指摘 したっぎの言葉に端

的に表明されてい-る'｡｢両大戦間期についてみるならば､(中略)政府 の 〔経済

界-の〕介入が強められ､財政 ･金融を通 じる資本蓄積機構の再編成がおこなI

われた時期であり､この意味において､両大戦間期では政府の金融政策が金融

構造を規定する重要な要因であった とい うことができる｣1｡ 両大戦間期 は政

府 の金融政策が積極化 しは じめた時期であり､そのために､政策史 に関心が集

1 伊牟 田敏充 ｢日本金融構造 の再編成 と地方銀行｣(朝倉孝吉 『両大戦 間期 にお ける

金融構造』お茶の水書房､1980年■)15ページ｡
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中することとなった と考えられるO政策主導の金融改革であった とい う認識が

その根底に存在 している｡

その代表的な先行研究 として､加藤俊彦や後藤新一の研究などがあげられる｡

加藤は､『本邦銀行史論』 (1957年)のなかで､銀行今同における改野の役割

に重点を置き､大銀行の確立に注 目した｡ さらに､都市金融 と地方金融の分断

性を主張 したO 氏によれば､大銀行甲中に､地方銀行 との関係 を厄介視す る傾

向が生 じ､｢地方銀行を支配 し､これを支店化す る方策はこれをとらなか､った｣

2｡ その理 由は､金融恐慌以降の金融緩慢 と､都市銀行 と地方銀行 の性格の差

異にあるとする｡

一方､後藤は､加藤の研究の上で､銀行合同の実証研究を行ったo氏は､政

府の役割を強調 しつつ､各県銀行合同の実態を研究 した｡さらに､後藤は ｢日

本の普通銀行は頭部隼少数の大銀行 と下部に多数の小銀行 とい う二重構造｣3

が相次 ぐ不況を経て強化 されたと指摘 した｡

両者の共通点は､都市金融 と地方金融の分断性 を主張する｢金融の二重構造｣

論を･元笹､銀行合同の実現要因として､地方銀行間の合併を推進 した政府の役

割の重要性を強調す ることである｡

しかし､政策史中心の研究に対 しては､石井寛治の批判 と問題提起がある｡

石井は 『近代 日本金融史序説』(1999年)の中でこう述べている｡｢1920年代以

降進展するこの合同挙動 は､たしかに政策による上か,らの強制が強 く働いてい

たにしても､その具体的な態様 (新立合併か吸収合併か)は､基本的には 1910

年代初頭までの各地域内部 に､吸収合併の核 とな りうる有力銀行が どの程度ま

で強固なものと､して形成 されていたか､とい うことによって､大きく規定 され

るとい う底 であるo そ うだ とすれば､1920年代以降の合同の歴 史過程は､決

ば個別銀行 や単独拡大 とい う形で進行 してきた各地域内部の下か らの動 きを

踏まえつつ究明することによって､初めて科学的な説明が与えられ ることにな

るであろ う｣40

2 加藤俊彦 『本邦銀行史論』東京大学出版会､1957年､311ページ｡

3 後藤新一 『銀行合同の実証的研究』 日本経済評論社､1991年､33ペー ジ｡

4 石井寛治 『近代 日本金融史序説』東京大学出版会､1999年､287ページ｡
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石井の問題提起を受けて､地域の金融機関に焦点をあてた個別銀行の具体的

態様を明らかにす る研究が発表 されるようになった｡最新の労作に白鳥圭志の

『両大戦間期における銀行合同政策の展開』(2006年)がある｡ これは福島県､

岩手県及び山形県での銀行合同を分析 した研究 となっている｡

白鳥は､前掲書の中で､1920年代半ば､金本位制復帰 とあいまって､政府

が､銀行合同政策の強化 と､銀行検査体制の強化 も含 めて､銀行経営に政策を

加 える必要性を強 く認識 したこと､さらにこれにかかわる具体的な政策の特徴

として二各地域金融､各金融機関の多様性 と自律性に一定の配慮をしつつ､信

用秩序の安定化 を図 り､その開発､発展に寄与 しようとした ことを指摘 してい

る｡ 氏は両大戦間期における銀行合同政策が ｢地方資産家 ･地方名望家を中心

とする地域の自律性を前提 として､政党政治状況 を媒介にした一種の地方-の

利益誘導策､ない しは利益確保策 と評価することも可能である｡｣5と指摘 して

Y､るO

しかし ｢地域内部の下か らの動き｣を視野に入れ るべきだ とい う石井の問題

嘩起を継承する研究をお こな うのには､多 くの困難があ考 ｡ それは､合同の過

程で消滅 した銀行の資料がほとんど残 されていない点である｡ そのこともあっ

て､白鳥の研究でも､一方で ｢地域の自律性｣に着 目したにもかかわ らず､結

果 として､書名が示す とお り､政策に重きがおかれた研究 となっている｡

3 課題 と方汝

石井 ･白鳥の問題提起を受け1本論文では､各 ｢地域｣で ｢下か ら｣展開さ

れる各銀行の ｢自律性｣に注 目した分析を行 う｡ 具体的には､新潟県を例にと

り､両大戦間期における銀行合同を各銀行に即 して｢検証す る｡

両大戦間期にあって､新潟県でも銀行合同がすす めら.れた｡各銀行の自律性

に目をむけると､銀行 には､他銀行を吸収することによって規模 を拡大 しよう

とする銀行 もあれば､経営危機に瀕 した銀行を吸収することによって銀行倒産

とい う最悪の事態か ら地域の経済界を救済 しようとする銀行 もあった｡しか し

5 白鳥圭志 『両大戦間期 における銀行合同政策の展開』八朔社､2006年､437ページ｡
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それだけではなく､銀行経営 とい う観点か らみてさほどの内的必要性があるよ

うにもみえないのに､合同する銀行 もあった｡合 同した理 由には､銀行個々に

とって種々あるが､大別す ると上記 3種類のタイプに分けられ る｡石井寛治 と

白鳥圭志の問題提起を筆者な りに受け止め､各銀行が合同するに至った理 由を

タイプ化す るのが本研究の課題である｡

この課題 を達成するための方法であるが､資料面では､第四銀行金融資料室

所蔵の一次資料 と北越銀行経済研究所所蔵の一次資料転あたった｡そ こには､

承継銀行はもちろ んのこと､消滅 した銀行についても､若干の資料が残 されて

vl､た｡ とはいえ､こうした一次資料にあっても､既述q)とお り､消滅 した銀行

の資料は少ない とい う資料面の制約はまぬかれていない｡

上記の一次資料に検討を加 えた結果､これ らの資料の一部は､『第四銀行百

年史』及び 『創業百年史』(北越銀行)に整理 された形で収録 されていた｡本論

文においては､『第四銀行百年史』と 『創業百年史』に掲載 されてい る資料は

それを用い､それ以外のものにつ･いては､前述の一次資料を用いたO また､両

大戦間期の新潟県に関連する研磨 としては､松本和明の新潟県企琴家 グループ

の研究がある｡ さらに､新潟県史や市町村史も資料をい くつか収録 してい る｡

本論文では､これ らの資料をj毛に､新潟･県の銀行合同を考察す る｡

全国の銀行に関しては､ 日本銀行金融資料や､後藤新一 『日本の統計資料』

を使用する｡ また､銀行合同の関連法令の分東 に関しては､『大蔵省史』､『明

治大正財政史』及び 『昭和財政史』を用いる｡

叙述′の方法であるが､本論文では､7章に分けて､新潟県における銀行合同

を検証するO第 1章では､両大戦間期における銀行合廟 の淡況を明 らかにす る｡

第 2章は､｢大銀行主義｣から地方銀行合同､,r一県･･-行主義｣人銀行合同政策

方針の変化 を元に､段階に分けて銀行合同政策の東関過程 を説明す る｡ 第 3

章では､両大戦間期の新潟県の金融業の発展過程 を考察 し､県内銀行 と関係が

深い企業家●グループの活動状況を論 じるO 第 4章 と第 5章は､新潟県において

銀行合同が最 も多かった第四銀行及び六十九銀行の銀行合同状況を分析す る｡

第 6章では､19や0年の時点で新潟県にあった 5行の普通銀行を考察す るO 第 7

章は∴甲大戦間期における銀行合同の特質を分析す る｡

なお､本論文が対象 とする時期について､若干の補足を加えてお く｡ 本論文
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にい う両大戦間期の始期は第一次世界大戦 (1914-18)以降をさすO終期は戦

時期以前である｡ 1937年の 日中戦争の開始 とともに政府は経済統制を本格化

させ､1938年に国家総動員陰を制定 したOそれ にともな う金融統制の一つ と

して､政府 は強制的に銀行合同を推進 したが､この時期の銀行合同に金融機 関

の自律性 を認めることはできない0本論文では､1920年代､30年代の銀行合

同を考察す る｡
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第一章 両大戦間期における銀行合同の概況

本論文の研究対象は両 大戦間期 における銀行合 同であるが､そのためには､

まず銀行合 同に至るまでの背景を述べ る必要がああろ う｡本章第 1節では､ま

ず､銀行乱立及び政策 を確認 し七おきたい｡

1 ｢銀行条例｣ 後の銀行 の乱立

1872年の国立銀行条例によっで国立銀行が設立 されたが､1882年 日本銀行

国立銀行処分法｣が制定 され､国立銀行 は､続 々 と普通銀行 に転換 したOその

後､1893年施行 (･公布 は 1890年)の ｢銀行条例｣によって法制が整備 され､

普通銀行は商業銀行 として発展す ることが期待 されていた｡ ｢銀行条例｣の内
1

容 は以下の通 りである｡

｢銀行条例｣(明治 23年 8月 2.5日法律第 72号)

第一条

第二条

第三条

第 四条

第五条

公二開キタル店舗二於テ営業 上シテ証券 ノ割 引 ヲ為 シ又ハ為替

事業 ヲ為 シ又ハ諸預 リオ ヨビ貸付 ヲ併せ為スモ ノハ何等 ノ名称

ヲ用ヰルニ拘 ラス総テ銀行 トス

銀行 ノ事業 ヲ営マン トスル者ハ其資本傘額 ヲ定 メ地方長官 ヲ経

由シテ大蔵大臣ノ認可 ヲ受ク-シ

銀行ハ毎半箇年営業 ノ報告書 ヲ製 シ地方長官 ヲ経 由シテ大蔵大

臣二送付ス-シ

銀行ハ毎半箇年財産 目録貸借封照表 ヲ製 シ新 聞紙其他 ノ方牲 ヲ

以テ之ヲ公告ス-シ

銀行ハ一人又ハ-会社二対シ資本金高 ノ十分 ノー ヲ超過云ル金

額ヲ貸付又ハ割引ノ為二使用スル コ トヲ得ス■

資本金総額 ノ払込ヲ了ラサル銀行二於テハ-人文ハ-会社二対

シ其払込高 ノ十分 ノー ヲ超過スル金額 ヲ貸付又ハ割 引 ノ為二使

用スル コ トヲ得ス
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第六条

第七条

第八条

第九条

第十条

銀行ノ営業時間ハ午前第十時 ヨリ午後第四時マテ トス但営業ノ

都合二依 り之ヲ増加スル′コ トヲ得

銀行 ノ休 日ハ大祭 日､祝 日､ 日曜 日及銀行営業地二行ハルル定

例 ノ休 日トス但止ムヲ得サル事故アル トキハ地方長官二届出予

メ新聞紙其他 ノ方汝ヲ以テ公告シタル上休業スル コ トヲ得

大蔵大臣ハ何時タリトモ地方長官又-其他 ノ官吏二命シテ銀行

ノ業務 ノ実況及財産ノ現況ヲ検査セシムル コ トヲ得

第二条ノ規定.=違反シ大蔵大臣ノ認可ヲ受ケスシテ銀行 ノ事業

ヲ営 ミタル者ハ商法第二百五十六条 ノ例二依テ処分ス

銀行二藤テ第三条ノ報告若ハ第四条 ノ公告 ヲ為サス又ハ其報告

中若ハ公告 中二詐偽ノ陳述ヲ希シ若ハ事実 ヲ隠蔽シタル トキハ

商法第二百六十二条ノ例二依テ処分ス

第八条ノ検査 ヲ受ル コ トヲ拒 ミタル トキハ商法第二百五十八条

ノ例二依テ処分ス

第十一条 此条例ハ 日本銀行横浜正金銀行国立銀行二適用セス6

以上のように､｢銀行条例｣は普通銀行のあり方を規定 してい る｡ そこでは､

銀行設立時大蔵省の許可が必要であること､大蔵省 に定期的に報告す る義務が

あること等が規定されている｡ このように､大蔵省 は全国の銀行 を管理 してい`

た｡

｣方､｢銀行条例｣には､銀行の義務や営業 日､営業時間まで細か く規定さ

れているが､最低資本金額は汝定されなかった｡このこ｢とが､のちに小銀行が

多数設立 される原因のひ とつ となった｡.

普通銀行は､その後の 日本経済の発展 とともに急速に発展 した｡ 各地に多 く

の中小企業が設立され､それにともなって中小銀行 も各地に設立された｡表 1

でわかるように､1983年か ら 1901年の廟銀行の数は年々増加 したO特に 1由占

年～98年､1900年には､銀行数は 200行以上の増加 を見て/いる.o しか し､11900

年以降投機 による恐慌が大阪を中心に発生 し､次東に全国に拡大 したため､銀

6下村亮｢ 『明治大正財政史 第 16巻 銀行』経済往来社 ､1957年､595ページ｡
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行数は 1901年の 1,867行をピークに､年々減少 に転 じた｡

表 1 普通銀行諸勘定 単位 :千円

1896 1005 141,304 87,899 8,974 141,937. 157,200 32,565 41,036.

1899. 1561 296,388 209,973 27,762 392,256 581,036 97,119 78,386

1902. ･1841 365,383 258,111. 45,679 536,702 697,552- 116,494 41,656.

1907 1658 410,.092 286,314 84,182 944,295 .1,113,162 ･175,445 80,329

19.10 161白 437,423... 315,313 101,333 1,185,697 1,249,953.27.5,768. 63,753

11912 1621 510,284 369,415 111,831 1,/357,271 1,522,-951 283,.097 102,054

1913 1614. 567,5p45 391,761 122,314 1,443,511 i,670,868 ･273,999. 118,693

出所 :加藤俊彦 『本邦銀行史論』東京大学出版社､1957-年､130ページ､第 48表｡
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しか し､この時期に設立 された普通銀行桂特定企業の機関銀行的性格の′もの

が多 く､小規模なものが多かった ｡ 例 えば､後述するように､新潟県の今井銀

行は､今井家が出資 して設立 した銀行であ り､北洋漁業､回漕業､製薬､準造

業､病院などを経営 していた今井家のこれ ら家業の ｢会計部｣としての機能を

持っていた｡ このような銀行は､日清戦争および 日露戦争後の反動恐慌にさい

して､経営破綻するものも多かった｡

各地の普通銀行が経営不安定であったことは､その地域の中小企業 の経営も

不安定であらたことを意味す るO銀行業においてもこの点を危慎す る声が強く､

｢銀行条例｣が施行 され る前から､小銀行の設立を制限す る旨の要望書7が出

･されたこともあっ̀た｡ しか し政府は営業の 自由とい う観点か らその要望を受け

入れなかった80 政府は､1900年以降の中小銀行の動揺を見て､よ うや く銀行

合同に着手 したのである｡

2 銀行合同の進展-1900-1940年

後藤新一は､第 2次世界大戦までの銀行合同の動き卑 4つの時期に分けて論

じている｡すなわち､1902年～1913年の小銀行乱立の反動による銀行集 中の

端緒期､1914年～1919年の経済界の拡大膨張を基調 とする集 中期､1920年～

1932年の廃 刻な不況による本格的蕃 中期､､1933年～1945年の準戦時 ･戦時の

集 中期である90こ

この時期区分を検証 してみる (図 1参照)｡普通銀行の新設は 1901年までに

ほぼ終了 した｡1902年か ら 1913年までは廃業倒産の銀行が 目立っ ｡ この時期

には銀行合同は極めて少なかった｡. 小銀行の乱立の反動による集 中である0

1914年から.1919年までは､銀行合同の数腰徐々に増えた｡ この時期は､第 1

次世界大戦下の好況によって経済は発展 ･拡大 した｡ この時期の銀行合同は､

7 1891年東京銀行集会所 (委員長渋沢栄一)は大蔵大臣松方正義に ｢銀行条例修正案

並二其説明｣を提出した｡そこでは銀行の最低資本金はっいて ｢銀行 ノ資本金額ハ二

〇万円ヲ下ル可カラス､然 レ トモ人 口｣〇万未満 ノ地二於テハ一〇万円以上､人 口二

万五千未満 ノ地二於テハ五万円以上ノ資本金 ヲ以テ創立スル コ トヲ得｣と書かれてい

る｡(明治財政史編纂会 『明治財政史 第十二巻』吉川弘文館､1972年､598ページ)

8 前掲 『明治財政史 第十二巻』60､3ページ｡

9 後藤新一 『日本の金融統計』東洋経済新報社､1970年､59-65ページo
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政策にようるものや救済のためではなく､規模拡大によるものが多かった｡

1920年以降 1932年までは､銀行合同が大幅に増加 し､廃業解散の銀行 もかな

り増加 した｡ この時期には､深刻な不況によって銀行が倒産 した り､合併 され

た りしていた｡ さらに 1?33年から 1940年までは新設銀行はほとん どなく､銀

行合同も毎年一定のレベル を維持 していた｡この時期､政府の ｢一県一行主義｣

の下で､銀行合同が進められていたのである｡

図 1 普通銀行の移動
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9:･貯蓄銀行へ転業
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出所 :日本醐 蛸暢所 『日本金融史資料』大蔵省巨周り局､1969年より､筆削官成
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表 2 1902年以降の各期 にお ける普通銀行集 中状況

T
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銀符数
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ー
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｢
=日ノ-~｢
い‖ノーー

第3期 1920年～1932年 (13年間
I-●■-1d●一lJ--t■■-r～-一■-1--■一1-■■l■----■l■JI-d-■■■l■■■■-p-†--Jq-----■■l

第4期 1933年～1945年 (13年間)

1,344 i 538l'II-一一一一一一一.■一一-I-I--･--I-1111-1
538,‡ 61

~~ItT~tII

△806

l'-I-ll---------T--I----------

■■-ll.■~-■一■一一･一■-1--■-ll-1-■一一一■●一一一I-一一一■一一一十一､--I I Il r .̂ /̂I J

△22.8行匝14.5%l--~~~-1'-~~-IIT̀~~~●■~-一一~一一I
△45.3 :△16.8l-●･一一1---.----l■~---I-I--~-I
△62.0 払60.0l一一一1-----I--I-十1---lI1------I
△36.7 払88.Tl

出所 :後藤新一 『日本の金融統計』東洋経済新報社､1970年､64ページ､表21の一部

表 3 1902年以降の各期 における普通銀行 の異動原因

出所:前掲『日棚 弘叫 表訟

表 2で示す よ うに､4期 の最後には､銀行数 は､1890行か ら 61行 に減少 し

たOこの うちで､最 も減少 した時期■は､第 3期 と第 4期である｡ いずれ も減少

率は 60%以上 に達す るO 一方､表 3でわかるよ うに､~銀行合 同による減少が

最 も甚 しい時期 は第 3期であ り､次いで第 4期 である｡ また､公称資本金 をみ

ると.､第 1S期､第 2期では廃業等 した銀行は小資本 の鐸行 が多い ことが朗 らか

になる(表 4参照)｡

表 3､表 4が示す よ うに､第 1期においては､廃業､解散､破産 による消滅

銀行数 は 268行であったのに対 し､合同による消滅銀行数はわずか 46行であ

った｡しかも､46行 の銀行 の公称資本金の総額 は 2,051万 7千 円で､1行 あた

15



りの資本金は 44万 6千円に過 ぎなかった｡

第 2期は､第 1次世界大戦の影響によって､日本経済は急速に拡大 した｡こ

の時期 には､合同による消滅銀行数は 80行であ り､廃棄､解散､ノ倒産による

消滅銀行数 とほぼ同じであるムさらに 1行あた り公称資本金は第 1期 と同 じ程

度であったが､年平均合同銀行数は､第 1期を大幅に上回った｡

表 4 1902年以降の普通銀行新設､廃業､合併数とその1行あたり公称資本金

単位 :千円

新 .､ 設 . 廃業 .解散 .破産 . 合肝 .(含む買収)

第1期 1902年～1913年 (12年間) I:lI136102,.398 753 .く●■-26853,.618 200 J:46 20,517 446.

第4期 1933年～1940年のみ (時 碑) 23224,504 9,761 84180,435 2,148 191 43も974 ･2,277

上げた

出所:後藤新一拍本の金融軌 東洋随徽 1970年､64′もージ､表幻

第 3期では､1920年反動恐慌､1923年 関東大震災､1927年金融恐慌 を経て､

政府 は ｢銀行牲 ｣ を公布 し無資格銀行の整理を促 した｡この時期には､銀行数

は 1,344行か ら538行に､大幅に減少 した｡ この時期の銀行合同による消滅銀

行数は,1,012行 に達 している｡

最後の第 4期においては､政府の ｢一県一行主義｣の下で､強制的に銀行合

同が進 められ､銀行数は一気に161行- と減少 したO

年であり､92行に達 したが､全国の 1901年 よりも､遅れている｡ さらに､1902i一

年以降､全国では設立よりも消滅 した銀行が多いのに対 して､新潟県では 1911

年まで消滅 した銀行は 2行のみであった｡･そ して 1912年か ら 1919年までは､

銀行数は徐々に減小 している｡ 表 6が示す ように､新潟県の銀行合 同は 1920

年以降､本格化 し､1934年には銀行数は .14行のみとなった｡ この時期 に多 く
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の銀行 が整理 された ことにな る｡ その後 1935年以降は､銀行 の整理 が徐々に

進 め られ､1940年 に 11行 となった｡

表 5 新潟県内銀行 ｡銀行 類似会社 の推移

年奉 国立銀行~ ミ銀行類似会社 普通銀行 .貯蓄銀行 ∴ 合計J増 演.読 堰 演 残 ･増 演 読. 堰 ◆減 残 堰 演 .･残 .

74-77 - - 1 - - - - - -

78 .3 - 4 - - - - - -
79 1 - 5 - - - - - -

80 - - +.5 3374 - - - - - - 3879
82 - - 5 16 - - - - - - 16

83.- - 5 17 - - - - - - 17

86 1 6 2 26 57 1 1 4 28 64

9g - - ･5 1 - - - -
94 - 5 - - - - -

97 ■- 4 13 1 62 .5 9 -18 56 ･74.90

98 14 - - - - 9 ･3 4 12. I2.

99 - - - - 6 - 68 1 - .7
19100 - - - - - 1.0 2 ､76 3 - 1号
190'1 -- -- -■■■■--■r - - - 76 ---■■-■ -

1903. - - - - - - - - 78.- 12 - 90

･1905 - - 一一■....▲- - - - - - 78 - - 12 - - 90

1:J906 - - - - - - +78 - - 12 - - 90

1907 - - - - - - ･1 - 79 - - 12. 1.- 91

1908 - - - - - - 79 - - 12 - - 91

1-91.1 - - - - - - 80>- - 12'- - 92

191.3 - - - - - - - 2 76 - 1 ll - 3 81

出所: 『第四銀行百年史』第四銀行､1974年､166ページ､表2-12から筆者作成
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表 6 1917｣1940年新潟県 の銀行 の推移

1917 1 84

1918 ∴1 83

1919 1 ･84

1920 4(2) 80

1921 3 -.2 81

1923 ･4(1) 71

1白24 1 7(1) 63

･1926 1 1 5 56

-.1927 7(.i) 49

1929 1. 10(1) 33

･193.1 1 5 2?

I932 3. 19

･193､3.. 1 18

1934 4 14

t1935 14

1936 1 13

‥1937 1 12､

1939 ll

注 :カッコ内は県外移動分

出所 :前掲 『第四銀行百年史』271ページ､表3-19､275
ページ､･表3-21､及び新潟県 『新潟県史 資料編17I近
代五 産業経済編 Ⅰ(統計)』560ページ､564ページよ
り､筆者作成｡但し､1928年 ｢年末銀行数｣の数値は､
前掲 『創業百年史』263ページに従ったoそのため､ ｢年
末銀行数｣■の数値は筆者が集計し直した｡

以上､新潟県 の銀行 の推移 状況 は､図 2の通 りで ある｡これ までの検討 に よ

って､新潟県の銀行合 同も全 国 と同様 に､4つの時期 に分 け ることがで きるこ

18-



とを明らかにした.サ なわち､1910年-1914年､1915弓919年､1920年- 1934

年及び 1935年- 1940年である｡ ただ し､この時期は､全国の時期 と少々時間

のずれが生 じている｡

図 2 新潟県普通銀行の移動

珂新設(貯蓄銀行からの革車を含む)白合併打廃卦 解掛 破産

.hI. ll
ll

･出所 :前掲L『第四銀行百年史』､前掲 『創業百年史』 より､筆者作成

本章では､明治末の銀行乱立及びその後の銀行合同の進展を明 らかにした｡

さらに､銀行合同に関す る 4つの時期区分に検証を加 え､それを元に､新潟県

の銀行合同をp4つの時期に分けることにしたOしか し､新潟県の例 を考察する

両大戦間期 における銀行合同政策､政策による銀行合同の進展状況､及び 日銀

の政策を考察す る｡
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第二章 銀行合同の政策の展開および 日銀 の救済政策

新潟県の銀行合同を論じるまえに､まず､全国の銀行合同の状況 を把握す る

必要がある｡本章では､.政府の銀行合 同政策の展開過程を考察 した上で､日本

銀行 の救済政策 と銀行合同の関係について考察する｡

1 銀行合同政策の展開

これまで述べてきたように､1890年 ｢銀行条例｣の公布によって､法制が

整えられたため､日本各地で中小銀行の設立が盛んになった｡これ らの中小銀

行は､経営内容が不健全で､特定企業の機関銀行10的性格のものが多かったた

め､その後､解散､倒産 したものが多かった｡金融機関の不安は経済の動揺を

もた らしたため､政府は､∴銀行に対す る方針 を従来の放任主義か ら銀行合同孝

進めるように変更 した｡特に､両大戦間期には､⊥連の不況､恐慌が発生 した

ため､銀行合同政策は一層強化 され､｢一県一行｣ 方針が とられるよ うになっ

た｡

表 7が示す ように､政府の銀行合同政策は､い くつかの段階を経て徐々に強

10機関銀行の特徴は以下の 4点があげ られ る｡ ｢第-､機関銀行 は之を機 関 として､

利用 しや うと欲す る-個の人又は少数の人 を中心 とし､其出資に依って､組織 され る

為に､銀行 自身の資本金の寡少であることを以って､必然の事実 とす る｡此関係 や､ら
経済社会に向かって､広汎なる関係 を結ぶ を得ない と･共に､経済上の変動 に依って､

重大なる営業 を蒙 ることを免れないO第二､機関銀行は出資者 に対 して､資金 を融通
す ることを専一の業務 とし､社会 に存在す る幾多の事業に対 して､資金 を放下運用す

る余裕 を持 たない､随って出資者 の経営す る事業に了 頓挫 を来 したな ら喋､直ちに銀

行営業資金 の大部分は回収不能の状態に陥 り､銀行の営琴を継続す ることを して不可
能事た らしめる恐れが多い｡第三､機 関銀行が出資者の経営す る事業 に注入す るに要

す る資金 を預金 と｡して､吸入す る必要を感ず るや､之を充す為 吟に､預金利子 を高歩

に引上げることを辞めさない｡蓋 し機関銀行 を通 じて､出資者が資金 を調達す る場合

には､-個 の事業象 として､-般銀行 に就て､資金 を借入れる際に支払 う利子に比較

して､幾分か低い所まで､預金利子 を引上げて､降 らざる次第であって､此 関係 か ら

必ず預金利子 を高率にす る傾 きを持つ､平生か ら高利 を持って預金 を吸収す る機 関銀

行が一朝の変動に依って､薩政す る危険を蒙ることの多いのも､亦怪む に足 らない.

第四､機関銀行は右の如 く一個又は少数の富豪を中心 として､組織 された ものである

為 め､其営業の衝 に当る者 も亦富豪の一門一族に属す る人々に限 られ､広 (r適材 を社

会 に求 めて､適所に置 くを得 ないのである｡｣ (｢我国金融機関の改善｣(日本銀行金

融研究所 『日本金融史資料 昭和編 第二十六巻』大蔵省印刷局､1969年 ､498ペー
ジ))
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化 されていった｡ 以下､銀行合同政策の進展過程 を考察す る｡

表 7 政府の普通銀行合 同勧奨の沿革

明治 1896年4月

1897年8月

1911年11月

大正 1920年7月･

1924年7月

1926年11月

昭和 1927年3月

1927年9月

1928年8-9月

1933年8月

1936年5月

1942年5月

銀行合併法公布

内務省地方官諮問会で大蔵次官田尻稲次郎の合同勧奨の演説

大蔵次官より各地方長官-銀行合同促進の通牒

銀行条例の改正 (合併手続きの簡素化)

大蔵次官より各地方長官へ銀行合同促進の通牒

金融制度調査会 ｢地方的合同｣方針を答申

戯軒 法公布 (1928年1月施行)

大蔵次官より各地方長官へ銀行合同促進の通牒

銀行合同促進のため銀行検査官派遣

地方的金融療制に関する大蔵省の新方針樹立

大蔵大臣馬場鉄一国会で ｢一県-行主義｣を表明

金融事業整満令施行

出所 :前掲 『銀行合同の実証的研究』4ペ｣ジ､表1

(1) 銀行合同奨励 と ｢大銀行支店主義｣

1896年第 9回帝国議会 に､｢凡 ソ銀行制度ノよこ於.テ最モ欠 ク合力ラサルモ

ノハ信用ニシテ信用ノ因テ起ル所以ノモノハ､一二銀行資本 ノ豊富ナル コ トト

営業ノ基礎確実ナル コ トトニ在ル-シ｣11として､銀行今併法案が提 出された｡

政府の狙いは､銀行合併の野の複雑な手続きを簡素化す ることにより､銀行合

併を促進することであったO,この法案腰 円滑に通過 し､同年 4月 ｢銀行合併法｣

が公布 された. この法律 は全部で 22条からなるO とれに ｢銀行合併港施行細

則｣3条を加えると 25条の条文であり､これによ■'って銀行合併が促進 される

ことになったOこの銀行合併法には吸収合併お声び新設合併 とい う2つの方法

による銀行合併に必要な手続 きが簡潔に規定されている｡ 以下は､銀行合併絵

お よび施行細則の内容である｡

11前掲 『明治大正財政 史 第 16巻 銀行』719ページ｡
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銀行合併抵

第一条

第三条

第四条

第五条

同一 ノ法律 二依 リテ設立シタル銀行 営業 ノ各株式会社ハ左 ノ

方法二依 り合併スル事 ヲ得

会社其 ノ全部 ヲ以テ他 ノ会社二合併スル コ ト

二箇以上 ノ会社合併シテ更ニー ツノ会社 ヲ設立スル コ ト

前条第- ノ方抜手依 り合併セム トスル会社ハ各其 ノ株主総会

二於テ合併 ニ.関スル事項 ヲ決議 シ地方長官 ヲ経 由シテ主務省

ノ認可 ヲ受 クぺシ

前項株主総会 ノ招集ハ少 ク トモ会 日ノ三 十 日前二之 ヲ為ス-

シ

第-条第三 ノ方陰二依 り合併セム トスル会社ハ､各其 ノ株主縛

会 ノ決議 ヲ取 リタル後各会社疎 主 ノ聯合株 主総会 ヲ開キ合併

ノ決議 ヲ為 シ更二設立ス- キ令社 ノ定款 ヲ議定シ各会社取締

役 ノ連署 ヲ以テ地方長官 ヲ経由シテ主務省 ノ認可 ヲ受 ク-シ

聯合株主縛会二於テ ハ更二設立 ス- キ会社 ノ取締役及監査役

′ヲ選定ス

前条第二項 ノ規程ハ本条 ノ株主総会ニモ亦之 ヲ適用ス

株主総会及聯合株主総会ソ決議 方法ハ商抵第二百三条 ノ規程

土依ル

聯合株 主総会二於ケル株主 ノ蔑決権ハ一株毎二一個 トス但 シ

各会社 ノ定款土於テ議決権 ノ制 限 ヲ設 ケタル トキハ其 ノ制 限

ハ八十一株 以上ヲ有 スル株主 ノ議決権 二対 シテ ノ ミ之 ヲ適用

シ且各定款 ノ制限同シカラサル トキハ株 主二舟 シ最利益 アル

制限ノ規程 ヲ適用ス

各会社 ノ株式 ノ金額相 同シカラサル トキハ其 ノ最小額 ノ株式

金額 ヲ標準 トシテ其 ノ他 ヲ改算 シ議決権 ノ数 ヲ定 メ毎株主持

株 ノ総金額二於テ端数 ヲ生スル トキハ之 ヲ算入せス

株主総会 ノ招集ア リタル トキハ各会社ハ合併ス- キ他 ノ会社

ノ株主 ノ求二応シ商法第二百二十二条二線ケタル書類 ノ展開

ヲ許ス義務ア リ
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第六条

第七条

第人条

第九条

第十条

第十-条

第十二条

株主総会 ノ招集ア リタル トキハ各会社営業所 ノ裁判所ハ合併

ス-キー方 ノ会社 ノ総株金 ノ少 ク トモ五分 ノー手当ル株主 ノ

申立二因 リー人又ハ数人 ノ官吏二他 ノー方 ノ会社 ノ業務 ノ実

況及財産 ノ現況 ノ検査 ヲ命スル コ トヲ得

商絵第二百二十五条及第二百二十六条■ノ規程入 本条 ノ検査ニ

モ亦之ヲ適用ス

聯合株主総会若ハ第二条 ノ株主総会二於テ合併 ノ決議 ヲ為 シ

タル トキハ取締役 ヨリ之 ヲ裁判所二届出ツ-シ

主務省及裁判所ハ合併 ノ実況 ヲ監視スル権ア リ

聯合株主総会若ハ第二条 ノ株主総会二於テ合併 ノ決嶺 ヲ･為 シ

タル ー<キハ合併二因 り消滅 ス- キ会社 ノ既二始 ダル取 引ヲ完

結 シ又/＼現二存在スル会社義務 ヲ履行スル外其 ノ嚢務 ヲ止 メ

且少 ク トモ三回之ヲ公告 ス- シ取締役之二拘 ラスシテ営業 ヲ

続行スル トキハ此力為其 ノ全財産 ヲ以テ 自己二責任 ヲ負 フ

合併セム ト云ル会社ハ公告 ヲ為 シテ聯合株主総会若ハ第二条

ノ株主総会 ノ会 目前一箇月 ヲ除エサル期間株式 ノ譲渡 ヲ停止

スル コ トヲ得

第一条第二 ノ方法二依 り合併セ ム トスル場合二在 テハ聯合株

主総会二於テ合併 ノ決議 ヲ為 シタル 日ヨリ第十 四条 二依 り登

記 ヲ受クル寸テノ間二為シタル株式 ノ譲渡ハ無効 タ リ

合併 ノ認可ア リタル トキハ取締役ハ合併 ノ旨ヲ総 テ ノ債権者

二通知シ且合併二対シ異轟 アjY者ハ或ル期 間内二会社二 申出

ツ-キ旨ヲ催告スル コ トヲ要ス但其 ノ期間ハ三十 日ヲ 下ル コ

トヲ得ス

前項 ノ通知ニハ合併セ ム トスル各会社 ノ財産 目録及貸借対照

表 ヲ添付ス-シ

南条二掲ケタル期間内二異議 ノ申出アラサル トキ人異議ナキ

モノ 下見倣ス

期 間内二会社二異轟 ヲ申出タル債権者アル トキハ会社ィ､直二

其 ノ債務 ヲ弁償シ若ハ之二担保 チ供シテ其 ノ異議 ヲ取除クコ
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第十三条

第十四条

トヲ要ス

会社ハ第十一条 ノ期間ヲ経過シ且有効二申出タル債権者 ノ異

議 ヲ取除キ又訴訟 中ノ債務額ハ之ヲ弁償シ若ハ供託 シタル後

二非サ レバ合併 ヲ決行メル コ トヲ得ス但シ総テ ノ債権者二於

テ異議ナキコ トヲ明示 シァル トキ-該期 間内 卜錐合併 ヲ決行

スルコ トヲ得

合併ヲ決行シタル トキハ十四 日内二登記 ヲ受ケ同時二之 ヲ株

主二通知シ且地方長官 ヲ経由シテ主務省二届出ツ- シ

登記及公告ス- キ事項ハ左ノ如シ

第一 合併後存続スル会社二在テハ

T 合併認可及合併決行ノ年月 日

二 既二登記 ヲ受ケタル事項二変更ヲ生シタルモ ノ

･三 合併二因 り消滅シタル会社ノ社名

第二 合併二因 り更二設立セル会社二在テハ商法第百六十八条第二

第十五条

第十六条

第十七条

第十八条

第十九条

第二十条

項 (第八号ヲ除ク)ニ掲ケタル事項ノ外伽左 ノ二項

- 合併認可及合併決行ノ年月 日

二 合併二田 リ消滅シタル会社ノ社名

会社支店アル トキハ其ノ所在地二於テモ亦登記 ヲ受 ク人シ

第十四条 ノ期 間内二登記 ヲ受ケサル トキハ庇力為会社又ハ第

三者二生セ シメタル損害二付キ取締役人其 ノ全財産 ヲ以テ 自

己二責任を負 フ

合併後存留 シ若ハ合併二因 り更二設立セル会社ハ合併二因 り

消滅シF-ル会社 ノ権利義務ヲ継承ス

国立銀行ハ第-条第二 ノ方法二依 り合併スル コ トチ得ス

第二条第-項 ノ決議方瀧 ハ国立銀行二在テハ国立銀行条例第

六十九条ノ規程二依ル

合併二因 り消滅 シタル国立銀行 二於テ発行シタル紙幣了､合併

後存留スル 国立銀行二於テ 自己ノ発行シタル紙幣 卜倶二国立

銀行条例第百十二廃 ノ方法二依 り其 ノ営業年限内二悉皆消却

スヘシ
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第二十一条 合併 ノ認可ア リタル トキハ合併二因 り消滅 不- キ会社 ノ訴訟

ハ合併後存留シ若ハ合併二因 り更二設立セル会社二於テ訴訟

手続 ヲ受継 クマテ之ヲ中断ス

.民事訴訟法第一編第三章第五節 当事者 ノ死亡二因 レル訴訟手

第二十二条 取締役第十 四条 ノ登記 ヲ受クル コ トヲ怠 リタル トキハ商法第

二百五十六条 ノ例二依 り一第十一条 ノ通知及催告 ヲ為スコ トヲ

怠 リタル トキハ商法第二百五十九条ノ例二依 リテ処分ス12

銀行合併駄施行細則

第-条

第二条

第三条

四

銀行合併法第二条及第三条二依 り差出ス-キ合併 ノ欝可 申 請

書ニハ各会社 ノ取締役連署ヲ為シ左 ノ零類 ヲ之二添付ス- シ

合併二関スル契約書

銀行合併法'第十一条羊規定スル各会社 ノ財産 目録及貸借対照表

合併後存留スル会社若クハ更二設立スル会社 ノ定款

右 ノ外決議 ノ要領 ヲ記載セルモノ

合併 ヲ決行 シタル トキハ銀行合併汝第十 四条 ノ届 出 卜同時二

合併二因 り消滅 シタル会社ノ設立免許書 ヲ還納ス-シ

合併二因 り消滅スル国立銀行二於テ大蔵省-預 ケ入 レタル紙

幣抵 当公債詮書ハ合併後存留スノレ国立銀行 ヨリ保管覆審 ノ名

義書換ヲ大蔵省二請求ス-シ

大蔵省 ヨ･リ前項書替済 ノr通知ヲ受ケタル トキハ大蔵省 ノ預 り

琵書 ヲ差出シテ其書替ヲ請求ス-シ13

この時期の銀行合同弓こついて､政府は､地方の中小銀行同士の合同だけでは

なく､地方銀行 と都市銀行 との合同もあわせて望んでいた｡地方銀行 を都市大

銀行に吸収合併 させ､その支店 とするのである｡ 政府は､･大規模な支店組織を

もつ大銀行が理想的であるとする大銀行主義をとるようになったのである｡こ
1′

12 前掲 『明治大正財政史 第 16巻 ･銀行』720-723ページ｡

L3前掲 『明治大正財政史 第 .16巻 銀行』723ページO
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のことについて､1897年 8月大蔵次官 田尻稲次郎 は､内務省地方官諮 問会で

｢現在存在 スル所 ノ各種銀行ハ其数既二一千 四百以上二上 レリ且 ツ新二設立

発起セ ラレン トスルモ ノ亦少カラサルモ ノ ゝ如 シ元来金融機 関ナルモ ノハ督

内二過多ノ小銀行設立セ ラル ゝトキハ 自然競争其適度 ヲ失スル ノ虞｣14があ り､

｢既設銀行ハ互二合 同シ小資本 ノ銀行モ大資本 トナ リ金融機 関 トシテ其事務

ヲ全フセシコ トヲ望ム彼 ノ銀行合併法 ノ発布 ア リタルモ亦之 レカ為ナ｣15ると

説明 してい る｡ さらに､彼 は ｢新二嘩 ラン トスルモ ノニ関シテハ汎 ク銀行株主

及地方公衆 ノ利害 ヲ考察シ其設立六果 シテ経済上 ノ必要二出テ発起人等ハ資

産ア リ信用ア リ身分モ亦確実ナルヤ営業 ノ見込ハ確実ナルヤ既設銀行 トハ如

何ナル関係 ヲ有ヌルヤ等 を精査スル｣ 16と強調 し､銀行の新設認可 に慎重な方

針をとることを示 した｡

さらに､1869年 11月､大蔵省銀行課長斉藤絢 も･､大銀行支店主義の必要性

を述べていた｡ ｢移多分立シテ借用薄弱ナルニ比ス レハ効用 ノ差異 シテ幾何ナ

ルヲ知ル可 ラス元来小堺行 ノ独立ハ社会 ノ事物 尚幼稚ニシテ支店監督 ノ充分

二行ハ レサル時代 二在テハ決シテ 不可ナルニ非サ レ トモ民度発達 シテ事業漸

次大資本 ヲ要スル現今 ノ如 キ時代二重テハ勢 ヒ之二応 スル ノ制度 を取 ラサル ､

ヲ得ス (中略)大銀行 ヲ発生セシムルノ方針 ヲ執 り小銀行 ノ新二設立発起セ ラ

レン トスルモノニ関シテハ地方官 ノ内意 ヲ以テ成ル- ク既設銀行 二合併セ シ

ムルカ然ラサ レハ地方経済 ノ状況二応 シテ少ナ ク トモ二十万 円以上若 クハ五

十万円以上 ノ資本 ヲ集合スル ノ計画 ヲ確立シテ而 シエ後設立二著手スル コ ト

ヲ論示セシメ以テ成ル六 ク小銀行 ノ分立興起 ヲ防止スル コ ト刻下 ノ急務 卜被

存俵 ｣一170

しか し｣実際にはこの一時期の銀行合同はこのよ うな方向に十分には向か うこ

とがなかった｡この時期の銀行合同のほとん どは､地方の中小銀行 同士であっ､た｡

14 前掲 『明治財政史 第十二巻』695ページ｡
15 前掲 『明治財政史 第十二巻』695ページ0
16 前掲 『明治財政史 第十二巻』695ページ｡
17 前掲 『明治財政史 第十二巻』697-699ページO
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さらに､1899年に公布 された ｢新商法｣には会社の合併叱 関す る一般規程

が設 けられていたため､事実上 ｢銀行合併法｣の必要性がなくな り､1900年

こ の牡律は廃止 され た｡

これまで述べてきたように､政府 は､銀行の新設 にも卜制限を加 えた01897

年 8月大蔵次官田尻稲次郎は内務省地方官諮問会で銀行の新設罷可に慎重な

方針 をとることを示 していた｡ 1901年 日露戦後恐慌による銀行動揺 を契機 に､

政府の普通銀行の設立制限は次第に厳重 となった｡ 1901年 8月 31日､大蔵省

理財局長か ら各地方長官に出された通達では､｢今後､銀行営業の認可を申請

営業地域内に於 ける経済事情及発起人の身元資産を調査 し､新設必要の有無に

関して詳細なる意見を副申あ り度き旨懲漁せ るものな り｣18と述べている｡.さ

らに､■その後､1911年 11月 20日には､大蔵次長は､設立地方の既設銀行状況､

銀行設立後実際の経営者の身元資産調査及び新設銀行の定款 をも副 申に入れ

るとい う旨の通達が各地方長官に出された｡

このように､大蔵省は､銀行の濫設 を警戒 し､銀行合同を進 めなが ら､地方

銀行資本の集 中､いわゆる小資本の銀行の新設に制限を加えることに した.し

かし､その基準は-つではなかった. 1911年理財局長の通達には､次のよう

に書かれていた｡イ小銀行ハ将来可成合併セシメ度希望二付､新設 ノモノハ会

社組織ノモ ノニア リテハ､資本金 50万円以上､個人銀行ハ､資本金 25万円以

上｣ 190

1896年以降､政府時銀行合併法を公布 し､銀行合同を進めるために､行政

的方策を採用 し､各地方長官会議で､各地方長官に銀行合同奨励 を促進す るこ

とを指示 していたが､1911年 10月政府は地方長官に対 して､初めて合同奨励

の通達を発 したO

｢秘四二四号

道長官府県知事宛

18 前掲 『明治大正財政史 第 16巻 銀行』714ペ｢ジ｡
19 前掲 『明治大正財政史 第 16巻 銀行』715ページO
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銀行 ノ監督二関シテ-従来種々御配慮 ヲ煩- シ居 り侯処小銀行分立 ノ余弊

ハ未 ダ全ク除去スルニ至 ラサルハ誠二遺憾 トスル所二有之侯思フ.ニ小銀行ノ･

分立ハ金融上有無相通スル ノ妙用ヲ欠キ平時二在 リテハ多額 ノ経費 ヲ要シ金

利ノ低減 ヲ妨ケ-朝事アル トキハ相互救済ノ途ナク相塵イテ破綻 ノ止 ムナキ

ニ至ル ノ虞 アリテ実二金融上 ノー大恨事二有之俵政府ハ嘉二留意シ商法ノ改

正二当リチモ合併二関スル規恵二相当ノ改善ヲ加- タル次第有之候今ヤ同改

正法 ノ施行二伴 ヒ地方 ノ状況二応シ出来得ル限小銀行 ノ合併整理.ヲ計ルハ実

二機宜二通シタル ノ処置 卜羅 メ候貴官二於テ政府 ノ趣 旨ノアル所 ヲ諒セ ラレ

貴管下小資本ノ銀行二対 シテハ､可成合併整理 ヲ奨励セ ラレ又-般二合併 ノ機

運ヲ養成セシ.Jh可ク尤モ合併励行ノ結果 自然金融機 関ノ欠乏 ヲ来タシ金融ノ

不便 ヲ関スル等ノコ トア リテハ不都合二村や成支店制度ヲ紘張シテ其 ノ廃除

ヲ補 ヒ猶足ラサル所ハ地方金融機関 トシテハ信用組合 ヲ利用スル ノ方洛モ可

有之此段ハ特二御留意癖煩度依命此段及通達健也｣20

このように､乱立 した中小銀行 を整理 し､金融の安定を屠るために､政府の

銀行政策は､当初の放任主義か ら転換 し七､銀行合 同を進 め､経営基盤 を安定

化することを目指 した｡

(2) 地方的銀行合同方針

1920年の反動恐慌以降､多 くの小銀行が破綻 した｡それをみて政府は､｢銀･

行取締方針｣を打ち出 した｡.

｢ ① 特別の衷情なき限 り今後絶対に新銀行の設立を許可せ ざる事｡

② 支店新設の如きも本店の内容が充実 し且つ止むを得 ざる事情ある場合

の外はこれ亦欝可せ ざる事Q

③ 銀行の合併を極力鮭漁す る事､これが為めには大蔵省 に於て予め各地

方別 に一定のスケールを作 り此のスケール によって当該地方長官 と敬

譲の上積極的に合併を懲漁す る事O

20 前掲 『明治大正財政史 第 16巻 銀行』728-729ページ｡ '
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④ 普通銀行の不動産貸付は今後出来得 る限rり制限する方針なるも､これ

が為め別に法令の改正は希 さざる事｣21

この方針 を推進す るために､1924年 7月大蔵次官小野義一は各地地方長官

に次の通達を出した｡

｢蔵第九二七号 (大正十三年七月二十六 日)

大蔵次官 小野義一

一銀行合同ノ促進二関シテハ従来種々御配慮相煩ハシ来 り侯処近時二於ケル銀

行界一般 ノ趨勢ハ益々其ノ実現ヲ必要 トスルモ ノ ト認 メラレ侯就テハ此際財

界改善ノ⊥方法 トシア 広ク全国二捗 り益々銀行 ノ合同ヲ実現セシメ度候条貴

官下二於ケル銀行二対シ地方 ノ事情御掛酌ノ上大体左記 ノ方針二基キ合同ノ

促進二関ン(シ)適切ナル計画 ヲ樹テ其 ノ実現二付キ充分御尽力相成度 尚右計

画及其ノ実行 ノ成行等時々御報告 卜共二必要ナル事項二付テハ御打合相煩度

依命此段及通達健也 ･
l

追而本文ノ件二関シ特二 日本銀行､日本勧業銀行､農工銀行及銀行集会所､手

形交換所 ノ重ナルモ ノニ対 シテモ之力尽力方依頼致置候 間右計画 ノ樹立及其

ノ実行二付テハ之等機関 卜充分御打合 ノ上聯絡 ヲ保 タ/レル様致度右 申添健也

一 合同ハ可成多数 ノ銀行ヲ纏メ且ツ実資産ヲ以テ合併セシムル ノ方法ヲ採

ルコ ト

二 同一地方 ノ銀行 ヲ相互二合同ヤシムル コ トハ最モ利便多カル-キモ若 シ

同一地方庁管内ノ銀行二合同セシムルニ比シ他地方庁管内ノ銀行二合同

セシムル ヲ捷蓬又ハ有利 卜静メラルル場合ニノ.､之力成立二努ムル コ ト

三 塵実有カナル銀行力他 ノ銀行 ヲ_合 同キン トスル場合ニハ右有力銀行力其

二於テハ合同銀行 ノ資産 ヲ正確二評価シ其 ノ資産 ノ限度 二於テ-銀行 ヲ

設串シテ合併 ノ手続'ヲ採ルカ又ハ新二-銀行 ヲ設立シテ全合同銀行 ノ資

産ヲ､実価 ヲ以テ引継ク方法ヲ採テシムル コ ト

四 資産中ノ欠損ハ利益金積立金又ハ重役 ノ出資金等 ヲ以テ之ヲ補填セシ李

ルカ又ハ之ヲ切 り捨テ欠損 ノ有無二付疑アル資産二付テハ重役又ハ責任

21 前掲 『銀行合同の実証的研究』19ページ｡
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者 ヲシテ保証 (可成連帯保証)セ シムル等 ノ方法 ヲ詩 シ引継財産 ノ確実 ヲ

期スル コ 上

玉 合同後 ノ銀行 ノ重役ハ可成合同銀行 ノ重役 中最モ適任 卜認 メラルルモ ノ

ノミヲ残留セ シメ支配人ニハ可成実務二練達セル者 ヲシテ其 ノ任 二当 ラ

シムル コ下

六 合同二際シ不当ノ増資 ヲナスカ如キハ之 ヲ見合サシムル コ ト

七 必要二応 シ同一金融区域 上帯 メラ ルJti地方毎二銀行業者其 ノ他地方財界

ノ有力者 中ヨリ委員 を設ケ銀行 ノ合同.=付勧誘 ､準備及実行 ノ促進等二努

メシムル コ ト

八 銀行合 同ノ利益二付テハ既土世上之 ヲ熟知スル者砂カ ラサル- キモ必要

二応 シ別紙記載 ノ如キ事項 ヲ周知セシムル ノ手段 ヲ採ル コ ト(以下略)｣22

これによ一一って｣政府 は､初 めて ｢同一地方 ノ.銀行 ヲ相互二合 同｣す る方針 を

表明 した｡この地方的合同を鹿進す る手段 として､1924年か ら 1925年 にか け

て全国各地 に県知事 を会長 とし､県部長､日銀支店長､勧銀支店長 を役鼻 とす

る銀行合 同期成会 または合同促進会が設置 され､全国的に県単位での銀行合 同

が始まったぞ3. 1

このよ うに､1920年の反動恐慌以降､政府の合 同政策の中心は､ 中央大銀

行の直接 的な合併.を避 けた地方銀行間の合同を促進す ること､いわゆる ｢地方
/

的合 同｣ にあったのである｡｢こうして政府の銀行合同政策は反動恐慌以前 の

積極的な､資本主義の上向的な発展を促進す る手段 として銀行合同を促進 しよ

うとす-る意義を失い､む しろ●恐慌対琴 の一環 とし●ての意義を輝 く持っ よ うにな

ってきたのである｣24｡

一方､1926.年 8月金融制度調査準備委員会臨時委員の答 申 丁我 国普通銀行

制度 ノ改善二関スル具体的方策｣には､銀行合同の方針 について､次 の よ うに

書かれてい る｡

｢当局二於テハ従来 ノ合併若 クハ合 同ヲ奨励 セ ラレ其成績見ルべ キモ ノア リ
句

十倍 ズ､伽テ今後モ引続キ此方針 ヲ以テ進マ レ之 卜同時二左 ノ件二就 キ特二注

22 前掲 『明治大正財政史 第 16巻 銀行jl.732-733ページ｡

23前掲 軒銀行合同の実証的研究』20ページO
24前掲『本邦銀行史論』296ページ｡
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意セ ラレンコ トヲ希望スルモ ノナ リ｡

① 合併若 クハ合 同ヲ奨励セ ラル ヽニ 当.リテハ残存若 クハ新設銀行 ノ内容 ガ

却テ合併若 クハ合同前 ノ銀行 ノ内容二比シ薄弱 トナ ラザル様 注意セ ラ レ

度キコ ト

② 地方 的合同ヲ奨励セ ラル ヽコ トモ必要ナ レトモ､中央､地方間 ノ金融疎通

ヲ円滑ナシムル為メ都会銀行 卜地方銀行 トノ合 同二就 チモ相 当考慮セ ラ

レ度キコ ト｣25

■これを受 けて､1926年 10月金融制度調査準備委員会は､銀行合 同方針 を ｢本

邦普通銀行 ノ数ハ多キニ失スノレヲ以テ合 同ハ今後二於テヰ之 ヲ促進セ シムル

コ トトシ尚地方金融 ノ実情二鑑 ミ成ル- ク地方的合同ヲ奨励 スル コ ト｣.26を決

定 した｡ 更 に､.この ｢地方的合 同方針｣は､1926年 11月の金融制度調査会本

会義 において可決 され､大蔵大 臣片岡直温に答 申した｡

以上見て きたように､政府 の銀行合 同政策は､｢大銀行主義｣か ら ｢地方的

合同｣へ と変更 されたのである｡

(3) ｢銀行法｣

1920年以降､政府は銀行合 同政策 を強化 し､地方的銀行合 同を進 めた｡ し

か し､銀行合同の進展は､政府 の予想 と･はほど遠 く､しか も､{中小銀行 の経営

悪化 も続 けていた｡そのため､金融制度調査会の答 申に基づいて起草 された｡

｢銀行牡｣が 1927年 3月公布 され､翌年 1月 1日か ら施行された ｡ 銀行合 同

政策は､一層強化 された｡この法律 は普通銀行ゐ根拠法規であ り､｡∴全部で 47

条 よりなるOその内容の一部 は､次の と串 りである0

第一条 左二掲 グル業務 ヲ営ム者ハ之ヲ銀行 トス .

預金ノ受入 卜金銭 ノ貸付又ハ手形 ノ割引 トヲ併せ為ス コ ト

為替取引ヲ為ス コ ト .

25 ｢金融制度調査準備委員会臨時委員の答申｣(日本銀行金融研究所 『日本金融史資

料`明治大正編 第十八巻』大蔵省印刷局､;1960年､559-560ページ｡)

26 ｢金融制度調査会本会寓議事速記録(第二回)｣(前掲 『日本金融史資料 明治大正

編 第十八巻』26ページO)

31



第二条

営業 上シテ預金 ノ受入 ヲ為ス者-之 ヲ銀行 卜者倣ス

銀行業ハ 主務大 臣ノ免許 ヲ受 クルニ非ザ レバ之 ヲ営 ム コ トヲ

得ズ

第三条 銀行業-資本金百万円以上ノ株式会社二非ザ レバ之 ヲ営ムコ ト

ヲ得ズ但 シ勅令 ヲ以テ指定スル地域二本店又支店 ヲ有スル銀

行 ノ資本金ハ二百万円ヲ下ルコ トヲ得ズ

前項但書 ノ規定二依 り地域 ノ指定ア リタル場合二於テ其ソ 地

域二本店耳支店 ヲ有スル銀行ニシテ資本金二百万 円未満 ノモ

ノハ指定 ノ 日ヨリ五年 ヲ限 り前項但書 ノ資本金 二依 ラザル コ

トヲ得

第四条

第五条

第八条

第九条

第十条

∴銀行ハ其 ノ商号中二銀行ナル文字 ヲ用 フベ シ銀行 二非ザルモ

ノハ其商号 中二銀行 タル コ トヲ示スべ キ文字 ヲ用 フル コ トヲ

得 ズ

銀行ハ担保附社債信託法二依γ線保附社債 二関スル信託業 ヲ

営 ミ又ハ保護預 り其 ノ他 ノ銀行業二附随ス/レ業務 ヲ営ムノ外

他 ノ業務 ヲ営ムゴ トヲ得ズ

銀行ハ資本 ノ㌧総額二達スル迄ハ利益 ヲ配 当スル毎二準備金 ト

シテ其ノ利益 ノ十分 ノー以上 ヲ.積立ツべシ

銀行 ノ営業年度ハ一月 ヨリ六月迄及七月 よ り十二月◆迄 トス

銀行ハ営業年度毎二業務報草書 ヲ作成 シテ ノヲ主務大 臣二捷

払スべシ

第十一条 銀行ハ営業年度毎二主務大臣ノ定ムル様式 二依 り貸借対照表

ヲ記載 シタル監査書 ヲ毎営業年度二回作成 シテ之 ヲ本店二備

へ置クべ シ

第四十一条 第三十九条第二項 ノ銀行 ノ資本金二付テハ本法施行後五年 ヲ

限 り第三条第-項本文ノ規定ヲ適用セズ第三十九条第二項 ノ

.銀行 ノ合併二因 リテ設立シタル銀行 ノ資本金二付亦 同ジ

･命令 ヲ以テ定ムル人 口一万未満 ノ地二本法施行 ノ際現二本店
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シ其 ノ資本金ハ本法施行後五年 内二五十万円以上 卜為スコ ト

ヲ要ス27

このポイン トは､次の通 りであった｡

① 銀行の定義 を明確 にしたこと｡

② 銀行の組織 を株式会社に限定 し七 こと｡

③ 銀行設立時の最低資本金を規定 したこと｡すなわち､銀行の資本金の最

低額を 100万円とし､特別指定の大都市は 200万円､人 口 1万人未満の町村 は

50万円とした｡

④ 銀行の他業廉常を禁 じたこと｡

⑤ 法定積立金 を増額 し､内部監査の強化を要求 したこと｡

銀行法の大きな 目的は､普通銀行の経営を健全化 し､預金者保護に万全の体

制を整えるた めに､銀.行資力を増強するとともに,銀行合同を促進す ることにあ

った｡ この法が施行 された 1928.年 1月､無資格銀行は全国の普通銀行 1,283

行の 48%に当る 617行を数えたO ｢銀行法｣の施行 によって､銀行合同は､法

律によって半強制的に推進 さ叫ることとなったo

イ銀行法｣ と同時に､大蔵省は､銀行合同を奨励す る具体的方策 を定めた｡

｢①其の府県の中心 となるべき一､二銀行ある場合には多数の銀行 を之に合 同

せ しむること｡②若 し斯かる銀行無 くして之を新設す ること容易なる場合には

之を設けて合同せ しむること｡③是等が困難なる場合 には先づ以て其の府県内

に於ける同一地方の銀行 を合同せ しめ､各地に於いて合同成立 したる後､更に●l

各地方のものを一､二の数に合同せ しむることO ④合同後の銀行経営者 に適任

者を得る望なき場合には他府県の大銀行に合同せ･しむるも己むを得 ざるべ し｡

⑤以上縛て困難なる場合には最 も容易に実現 し得べき方法を採 ること｣28｡ そ
l

して､1927年 8月銀行局長松本傍は全国地方長官宛 に通達を出し､銀行合同

の促進斡旋を依顕 した｡具体的内容は以下の通 りである｡

｢①銀行合同は主 として地方的に行ふこと｡

②各地に銀行検査官を派遣 し､日本銀行支店､商業会議所､その他重要経済

27 西原寛一 『銀行法解説』 日本評論社､1927年､付録 卜4ページ0

28 前掲 『銀行合同の実証的研究』38-39ページ｡
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団体 と協議 の上促進を図ること｡

③合同に際 して希望する向には資産評価 を為 し､合同条件を裁定すること｡

④必要 と罷む る向に対 しては積極的に大蔵省 より合同を勧告す ることo

⑤銀行局 より各課長､検査官を全国各地に派遣 して銀行合町を勧 めるととO｣

29

Jl

このように､政府による銀行の地方的合 同促進 とい う方針の下で､小銀行の

淘汰は急速に促進 され､地方銀行の合同を中心 とする銀行合同が進 められた｡

泰 8が示す ように､合同の結果､全国の銀行数は､1926年の 1575行か ら 32

年には 651行 に減少 した｡

表 8 銀行数の推移

･年末 全国廟行数 ` 普通銀行数, ･貯蓄銀奇数 ●.億殊銀行数

27. 1,425 1,280 113 32

2白 1,160 ･1,028̀ 100 32

51 ･794 ･680 88 26

出所 :前掲 『第四銀行百年史』 243ページ､表 3-4

さらに､表 9を見ると､昭和金融恐慌時に､銀行合同に参加 した銀行数は最

も多かったO.ここで､消滅銀行だけに注 目してみると､2つのパ ターンがあるO

ひ とつは破産､解散による消滅､もうひ とつは､合併による消滅である｡ この

時期に､最 も多かったのは後者であった｡ 特に銀行汝が奏施 された 1928年に

は､222行 に上っている｡ これには､後述す るよ うに恐慌時の 日本銀行の融資

政策及び政府の合同強化政策が深 く関係 していた｡

29 前掲 『銀行合同の実証的研究』39ページ
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表 9 銀行合同の進展

t､ヽ Ĵ-､

Y ､′.rT 破産ヾ廃業､解散 合 同

19?6 133 丁 4 6 ~87

27 1:48 58 L 90

28 281､ 59 222

30 105 26 79

･3.1. .1d8 52 56.

出所 :『日本銀行百年史 第 3巻 』 217ページ､表 4-19を参考｡

(4) ｢一県一行主義｣

｢銀行法｣が施行 され､無資格銀行は 5年間で整理す ることとなった｡この

ため､銀行合同政策は一層強化 された01933年に･入 ると､銀行合 同は一巡 し

て沈静化 した｡8月､政府は銀行合同政策の新方針 を定めた｡すなわち､｢(∵)

個個の銀行について個別的に憐容の堅実化を図 り､その主要な 目的を預金者の

保護においてきた従来の消極的な銀行政策を放棄 し､(二)今後は､-府県また

は経済的に-単位やみなされる地域内の全金融系統を整備 し､金融統制を確立

す ることを主眼 とす ることとな'つた｣300 政府は､-府県または経済的に一単

位 とみなされる地域で銀行 を整理 し､県単位の金融統制システムを作 ろ'ぅとし

たのである｡ その後､この方針はさらに強化 された｡■1936年 5月､大蔵大臣

馬場鉄-は第六九帝国涛会衆議院予算委員第三分科会で､地方銀行の■｢一県一

行主義｣ を表明 した｡ ｢私ハ理想 卜致シマシテ､通常ノ府県､東京 トカ､大阪

上カ､名古屋デアル トカ云フヤウナ所ハ､是ハ別問題デア リマスルガ､普通ノ

先ヅ府廉 上申シマスルカ､サウ云フ県二於キマシテハ､出来得ルナラバ一行或

BO 大琴省昭和財琴史編集室 『昭和財政史 第十一巻 金融(下)』東洋経済新報社､
1955-1957年､.138ページ｡
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ハ二行 卜云 フ位二銀行ガ纏 リマスコ トガ非常二結構デアル､斯 ウ云フ理想 ヲ以

テ進 ンデ行 キタイ ト云フコ トヲ思ツテ居 リマスO｣31

更に､馬場大蔵大臣は､貴族院予算委員会で､｢今後ハ金融機 関二付テ尚一

層膏二預金者､債権者保護 卜云ブコ下デナイ見地カラ､金融機関二対スル統制

卜云フ言葉 ヲ使ツテ宜イカ､指導 下云フ言葉 ヲ使ツテ宜イカ､広イ意味ノ監督

権 ヲ行･使スル必要ガアル ノデ人ナイカ ト考-テ居 リマス｡(中略)普通 ノ県二於

テハ～県一行こ乃至二行 ヲ理想 トスル ト云フ三 上ヲ衆議院デモ答-テ居ル ノデ

ア リ､マス､之ニハ種,々ナ利害得央ノ議論モアラ ウ下思 ヒマス､又之ヲ理想 トス

ルカラ､斯 ウ申シテ無理二銀行ノ合併ヲ致サ ウ ト云フ速進主義 ヲ執ツテ居ル積

.リデハナイノデア リマス｡｣32と述べていた｡

しか し､各地方の強い反轟を受け､銀行合同は､政府の思い通 りには進ま.な

かった｡1936年､東京商工会議所の ｢銀行合同方針 に関す る建議｣ には,､｢銀

行合同を奨励せ らるる根本の趣旨は之を諒 とす るも､之が実行 に付ては､療甚

なる考慮を要す るものあ り､蓋 し従来の実例笹徴す るに､銀行の合同は動 もす

れば資金の集 中偏在 を誘致 し､銀行の地方的特色を失ひ､延いて各地の実用を

適応せ る金融を行ひ難 き弊に陥る虞あり､就 中之が為め中小商工業者 の金融を

著 しく困難な らし-bることは､多 くの実例の示す所な り､放て之を実行せ らる

る場合に於ては､地方の金融経済の状勢に応 じ極めて慎重且円滑に行 はるると

共に､特に中小金融に支障を及すが如きことなき様､万全の注意 を払はれんこ

とを望む､若 し表れ世上に伝-らるる如き画一的銀行合同方針 を強行せ らるる

が如き羊とありとせ んか､地方金融並に経済界 に悪影響を及 し､延いて産業経

済の円満 なる発達を阻害する虞甚大なるものあるを以て､斯 く●の如 き方針は厳

に之を避 けられんことを望む｡｣33と記 されて.い る｡

このよう笹､各界の強い反発を受け､銀行合同は ｢一県一行｣の方 向-十分

に向か うことがなかったOとはいえ1結果 として､青森県 (一県二行)､秋 田.県

(一県二行)､山形県 (一県三行)､東京都 7(一県四行)､新潟県 (一県二行)､

岐阜県 (一県二行)､静岡廉 (一県三行)､三重県 (一県二行)､大阪府 (一県

31前掲 『銀行合同の実証的研･究』54ページ0

32｢前掲 『銀行合同の実証的研究』54ページ｡

33 前掲 『銀行合同の実証的研究』63-64ページ.
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三行)､兵庫県 (一県二行)､佐賀県 (一県二行)､長崎県 (一県二行)の112

府県以外の府県は､一行のみ となった｡

2 両大戦間期 にお_ける銀行合同の進展

本節では､4つの銀行合同時期の うち､1914年以降の 3つの時期 を中心に銀

行合同の進展を考察す る｡

(1) 大戦景気 と銀行合同の発展

本論文は､1920-1940年 を対象 と･しているが､銀行合同政策は明治末に登場

し､大正期に入って強化 された｡ そのため､両大戦間期 における銀行合同を考

察す る前に､1914-1919年段階の状況を確認 してお く必要がある0

1914年第 1次世界大戦が勃発,し､大戦ブーム.によって 日本経済は急速 な発

展 をJ遂げたよ この発展は､普通銀行に嚢務拡大の機会 を与えた01914年か ら

18年までの間に､全国銀行の払込資本金 は 2倍 とな り､預金は 3.9倍､貸出

金は 3.4倍 に達 したol行当 りの預金額 も､14年の 103万円か ら 19年 に時 426

万円に急増 し､17年､18年の預金は貸 出を上回った (表 10参照)0
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表 10 全国銀行の資本金､預金､貸出金の推移 単位 :百万円

1.914 2,153. 608 2,212 2,683

1915 2,149 652 2,569. 2,872

1916 2,140 648 3,464 3,574

19､17. 2､,.110 751 5,146 4,795

19.18 ･2,086 888 -7,236 6,81.9

1919 .2,.049 ~1i207 8,734 9,161

1920 2,036 1,639 8,829 9,521

出所:前掲 『第四銀行百年史』232ペ ー ジ｡

大戦景気のもとで､大規模化す る企業経営に対応するためには､金融機 関も

大規模化 されなければな らない.銀行の規模 ｡業務を拡大する上では､個万の

銀行の単独増資 よりも､銀行同士の合 同甲ほ うが容易に達成 され るとい う考え

の下で､政府は銀行合同に一層カを入れた｡

この時期の銀行合同を見ると､1915年に合同に参加 した銀行はわずか 自行に

す ぎなかづたが､その後､年々増加 し､1919年 には 104行に増加 したO表 11

は､銀行合同の推移を示 したものやあるO
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表 11 銀行合同の推移 (普通銀行及び貯蓄銀行)

年別 参加銀行数 新設銀行数 存続銀行琴 消滅銀行数 差引減少銀行数

1913 9 0ゝ 4 5 5

1916 19 ･i 19 ･10 9

'<.1917 36 2 .15 ?i 19

192.0_ 81 2 36 45. ･43

1922 1.09 4. 51 58 54

1924 96 7 42 ･′54 ･47

出所 :前掲 『第四銀行百年史』234ページ｡

この時期の銀行合同には､次のような特徴が見 られる｡ 1､規模お よび業務

の拡大｡2､比較的大銀行 同士の合併｡3､政府の合同方針の強化の 3点である｡

1と 2の代表的な例 として転 ､1920年 8月に行われた第十五銀行 と大阪浪速銀

行の合併がある｡ 第十五銀行笹､増資拡張を計画 し､同じく増資を希望 してい

た浪速銀行 と合併 し､さらに浪速銀行 と密接な関係 を持っ丁首､神戸川崎など

の銀行 をも合併することによって､資本金 1億 円の大銀行に変身 した03につ

いては､たとえば､倉敷銀行 (資本金 100万円)､茶屋町銀行 (.資本金 35万円)

な ど､合計 6行の合 同により､贋本金 650万 円の第一合同銀行が新 しく設立 さ

れた例があるo これは､1919年に岡山県知事 とほかの有力者の協議の結果､

県下の小銀行を統合 して設立 された銀行であった｡
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(2) 1920年以降の銀行合 同

前述 したように､1920年- 1932年は不況による銀行合同本格的集 中期であ

り､1933年- 1940年時準戦時の集 中期である｡ 土の 2期 には､政府の銀行合

同政策は次第に強化 さ･れた｡

1920-年代に銀行今岡は新たな段階に入った｡1920年の反動恐慌､1923年に

は関東大震災があ り､銀行業は大きな打撃を受 けた｡ 中小銀宥 だけではなく､

都市大銀行にも休業 したものがあった｡

1920年以降､恐慌で中小銀行の破綻を見て､政府の銀行合同政策は､地方

的合同の促進に転換 していったO『第四銀行百年史』によれば､新潟県では 1923

年 4月 5日 ｢県内の銀行代表を招集 して銀行合併に関する会合 を開き､次のよ

うな合同協議案を決定 した｡1ノ沓通銀行は､上越､中越､下越の 3地方により

合同を行 うこと02前項によりがたい特別の事情あるときは､地方協議会にお

いて協定す ること｡ 3合同の協議を行 うため､第 1項の地方により地方協議会

を開催すること｡ 4上記協議会の斡旋を行 うため､地方委員をあげる土と｡ 5

貯蓄銀行は 1行に合同す る見込みをもって当該銀行において協議す ること｣ 340

また､和歌山県でも､周年 7月に県知事および 日銀支店長年どの斡旋 により､

県内銀行 31行が和歌山県を 3区に分けて合同す る計画を立てた｡

銀行合同政策は､1920年代後半にはさらに強化 された｡ 表 12は､･1920年後

半の全国銀行数の変化を示 したものである｡25 年か ら合同数は増 え続 け､､28

年には 222件に達 し.たo･その後､1929年には半分に減少 したものの､なお 110

件の銀行合同が行われた｡

先 に述べたように､1896年の銀行合 併汝によって､銀行合併に関す る手続

きが簡素化 された｡しか し実際には､銀行合同の実行 に当たっては､紛藷が多

く発生 し､特に､普通銀行が貯蓄銀行の業務を兼営す ることが禁 じられたため.､

貯蓄銀行を合併す る際に困難が現れたOそのため､政府は 1920年 8月笹銀行

条例 を改正 し､銀行合併時債権者の申立期間の短縮､普通銀行 と貯蓄銀行の合

併の手続の不便などを改善 し､銀行合同奨励政策を促進 した｡

341前掲 『第四銀行百年史』269ページO
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さらに､1924年 6月 30日､大蔵次官が各地方長官宛 に出した通達 には､令

同奨励 の強化が示 して､｢今後銀行の合 同を一層促進す る方法 として､小銀行

の存立に関す る制限其の他一般銀行 り整理改善促進 に関す る法律 の制定 をな

すが如 きも或 は其の必要 あるべ Lと被罷 目下考究 中に有之侯-共差 当 り従来

執 り来 りたる合同勧奨方牡を一層拡張｣35す るとされている｡

表 12 普通銀行 の異動状況

ld25 196 37 ー69 14 92 ･1,537

1926′. ∴133 46 87 16 117 1,420

1928. 281. 59 222 29 252 -1,031

-1929 ･164 .54 ･110 14 150., ･.8.8.1

1930. 105. 26 ･79 .6 99 782

出所 一:,前掲 『日本銀行百年史』第 3巻､217ペー ジ｡

1927年には金融恐慌が発生 し､第十五銀行 をはじめ､多 くの二流銀行が倒

産す る事態 となった｡これに対 して政府 は合同奨励 のほかに､支店 ･出張所の

増設制限､減配の奨励 な どを実施 した｡

これ ら.の政舞は､同年の金融機関に.対す る検査監督体制の強化､1928年 1

月q)｢銀行痕｣の施行 によっていっそ う強化 された. 符 に､従来大蔵省 が積極

的に提唱 してきた合同奨励 は.､.金融恐慌の結果､ さらにいっそ う強化 された｡

1927年 -8月大蔵省 は地方長官に通達 を出し､地方銀行の合同斡旋 を依額 して

いる36｡また銀行法のもとでは資本金 100万円未満 の銀行は無資格 となったが､

35 ｢大正十三年の通達案｣(日本銀行金融研究所 『日本金融史資料 昭和編 第二十

四巻』1969年､､711ページ)0
36 大蔵財政史室 『大蔵省史』大蔵財政協会､1998年､71-6ページ
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これ らの銀行に単独増資をできるだけ認めない方針をとって､無資格銀行の.5

年以内での強制整理､すなわち最低資本金制限による弱小銀行の解散等の方陰

により､地方銀行同士の合併を奨励 した｡1929年 6月の地方長官会議で も､

大蔵省は､地方的合同の促進 を指示 している37｡また銀行に対す る減配の奨励

は､1924年末か ら 1927年まで行われ､銀行整理が促進 された｡

以上見てきた<ように､1920年以降政府の銀行合同政策の強化 と共に､銀行

合同も次第に増加 した｡

3 日本銀行の救済融資

両大戦間期の∵連の不況､恐慌のや で､政府の銀行合同政策は強化 され､銀

行条例の改正､銀行法など法律面の整備が行われ､さらに地方に検査官を派遣

し､銀行合同を奨励 した.O その結果､銀行合同は進んだ去

一方､政府の政策を補完す る役割を果たす 日本銀行は､どのようpな政策を実

施 し､銀行合同を推 し進 めたのかについてみておきたい｡

日本銀行は､1882年設立 されて以来､取引先を選別する方針 をとっていた｡

1920年以雁 ､一連の不況､,轡慌の際に､ 日本銀行は､この選別的取引政策方

針 を下に､救済融資を通 じ､普通銀行の間で､一種の親子銀行関係 を意識的に

作った と考えられ る｡ 伊牟 田敏充 ｢ゝ1980｣によれば､1920年恐慌において 日本

銀行 の採用 した取引先銀行 を経 由して取引先外銀行に救済融資を行 うとい う

方針が救済が必要 とする銀行 を経由取引先銀行の子銀行化 させた･｡

た とえば､ 日本銀行新潟支店の場合､1914年 7月の開設後 4年間で､取引

件､貸越が 5件､計 41件であった｡その うち､新潟銀行38本店は､1914年 7

月 3日に預金取引､15日に割引取引､更に同年 11月 10日に貸越取引がそれ

ぞれ開始 された､｡日銀は当座預金による割引や貸越取引を開始 し､特に貸越取

37 ｢坤方長官に於ケル指示事項(抜粋)｣(前掲 『日本金融史資料 昭和編 第二十
五巻』521,ページ)i

38 第四銀行のことである｡1896年､国立銀行営業満期後､株式会社新潟銀行と商号
を.変えた｡1917年､再び商号を変えて､｢第四銀行｣となった｡
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.引の開始には慎重な態度 を示 していた｡ さらに､表 14をみると､当座貸越取

引約定を結んでいるのは､公称資本金 200万円以上のものに限 られていた｡ し

かし､表 5でわかるように､1914年県内の銀行が 86行あったものの､この 22

行のみ 日銀新潟支店 と取引を結んでいることは､大半の銀行が､日銀 との取引

か ら疎外 されていたこ-とを意味するO 日銀の取引選別政策があきらかであろ うo

表 13 日本銀行新潟支店の取引開始状況

-取引開坤 .承諾年月日 取引先銀行 申引種類 取引開始承許年月月 ･取弓湧き銀行 ■_取引種類

1914.7.6 六十九銀行新潟支店 預金 1915.■1.22 百三十九銀行本店 ･由引

1914.7.15 新潟銀行本店 由引 1915.2;10 長岡銀行本店- コノレレス*､

1914.7.24.戸主十九銀行本店 .･ニりレレス 1915.3.12 越見銀行 . 割5--I

1914.7.28 豊国銀行新野支店 割引 1915.'4.7 加茂銀行 .1 割引

1914.7.31 鍵三銀行本店 軍矧 1915..9:16 新喝商喪銀行本店.. -貸越

1914.●&12 三条銀行本店■ 割引 1917.9.6. 長岡銀行本店 貸越 ..

191も8.17 新潟商業銀行本店 割引 1917.●12.14..今井銀行 . ･割弓.I

1914.9.21 三知 浪行本店 コ′レレスー 1918.3..15 六日町銀行 . 割鉦 .コル t/云

1914ー∪11.10.六十九蘭桁 新潟支店. 貸越 1918..5.22.豊国銀行新潟菜店 ･貸越

注 :*は1917年9月6日廃止され､貸越取引に変更｡新抱鍛行は第四銀行のことである｡

適所 :伊牟田敏充 『昭和金融恐慌の構造』経済産業調査会､2002年､125ページ､第6表占
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表 14 日本銀行新潟支店 の取 引銀行 の資本金 と預金 (1914年下期末)

単位 :千円

銀行名 ･-公称資本金 総預金 日銀 との取引内藤 .

勧 引 顔 -金 貸 轡 コノレレス

新 潟 3,200 ･5,847 9.. ○∴ ○

新潟貯琴 200 2,421. ○ ･○

･轟 J- 写OP 1,148 0 : ○~

小千谷.* 300 +300 〇 ㌔

嘩 且 轟 .500 294 ･t),
条- 600 263 C). ?

ノ三条信用 300 183 .○

今 井 I.106 85 ○ .

準 :*1913年下期末o**1917年下期東｡新潟銀行は第四銀行のことであるO

出所 :前掲 『昭和金融恐慌の構造』126ページ､第7表
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しか し､1920年以降､反動恐慌､関東大震災､金融恐慌な ど一連の不況に

よって､日本の金融業は大きく打撃を受け､倒産､解散された銀行 は数 え切れ

ないほどあった｡この ように経済が動揺す る中で､政府の銀行合同政策 と相ま

って､ 日本銀行 も救済融資政策を打ち出した｡1920年反動恐慌の際に､ 日本

銀行は､次のような方針のもとで､特別融資を実行 した｡.

｢① 為替銀行 にコールマネー返済のた･めの為替資金を融資 し､② 銀行支

払準備資金の融資を寛容 に し (取引外銀行は関係取引先銀行 を経由)､③ 取

引先商社等に直接融資 を実行 したほか､各商品の滞貨が著 しいことか ら､④

株式市場､生糸､綿糸､砂糖 ､羊毛などの各産業の関連業者- も市 中銀行 を経

由して特別融資を実行｣39す る｡ この救済融資を通 して､ 日本銀行 は､取引先

銀行 を経由し､取引先外銀行 にも融資す るルー トを作 り出した｡

表 1′5 日本銀行本支店別震災手形融通高 単位 :千円

日本銀行 本支店名
口数 金額 . 口数 -金額 口数

10 43,159 .21■ 117､300 i?

I.1ー 50 ll

･2 1,132 2
1. 456 1.
3 ･′101 ･4

本 r 店

大 阪 支 店
門 司 支 店

名 古 屋 支 店
京 都 支 店
福 島 支 店 一
金 沢 支 店

382,629
43,276

50

0
2
7
3

8
1

't
I

2
1

計 430,814

出所 :前掲伊牟田敏充 ｢日本金融構造の再編成 と地方銀行｣(前掲 『両大戦間期 にお

ける金融構造』)46ページ｡

一方､●1923年関東大喪災の際には､ 日本銀行は､救済のための特別融通､

震災手形割引､各銀行に対す る貸出限度の撤廃､担保品範囲の拡張な どを実施

した｡ 融資状況をこれまでの 日本銀行の取引先 との取引外 とに分けてみると､

表 15の通 りで､取引先外の占める比率は口数で 43.8%､●金額で 8.5%であった｡

取引先には､台銀､十五な ど大銀行群含まれ るので､取引先外の震災手形割引

39 石井寛治 『日本銀行金融政策史』東京大学出版社､2001年､1051ページ｡
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の比率が低いのは当然のことである｡ この取引先外の融資は､あくまでも臨時

融資であったため､これ らの融資先は ｢臨時取引先｣として､融資が行われた｡

19̀27年の金融恐慌以降､特別融資及び損失補償法が公布 され､ 日本銀行は

救済融資を行った｡この法律 は､日本銀行が 5億 円限度の政府損央補償を前提

に､株式や不動産な どをも担保 とする救済融資-を手形割引の方式で 1年間にわ

たって行 うとい うも甲であり､融通期間は 10カ年の予定であったO 表 16でわ

かるように､当時､日銀の融資先は､取引先銀行が圧廟的に多かった｡ さらに､

この特別融資は､都市銀行､特殊銀行を中心 とす る取引先に集 中していた｡衰

17が示す ように､都市銀行 と特殊銀行で全融資額の 74%弱に達 していた｡

表 16 日本銀行本店特別融資額 (1927年 3月-5月)

･取専一先銀行 取引先外銀行 計 .

3月 -.32行 .. 342首万 円 ･3行 2百万 円 35ト行 .345.百万 円

･年月 写8行 .826百万 円 26行 27百万 円 64行 854百万 円

出所 :石井寛治 ｢地方銀行 と日本銀行｣(前掲 『両大戦間における金融構造一地方銀

行 を中心 として-』)141ページ､表 2-12./
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表 17 主要特別融資先

甲通尭 最初融通額 (円) 完済年月

十五 77,000,000 1943.9

･昭和 . 101,932,000 1942.6

加島 97,322,570 解撃

藤 田 90,464,000 1946.6

朝鮮 58,000,000 1941.6

神 田 33,150,9.50 破産

.若尾 16,,724,000. 解巌 .

第二 ..ll,731,.000 1948.12

横浜興信 10,839,000 1947.4

.今治商業 7,861,000 ･1941.12

湊城 ■7,639,000 .1943.7

盛岡 6,180,000 1940.7

準 島 5,462;000 1950.3

信義 4,020,000 -和議

郡 山合同 ･3,900,000 和議解散 .

束六十五 3,528,000 . 1928.10

第†九 3,000,000 1929.3

出所:部掲:弔甥治働 銀行と日本新 ｣僻掲『両欄間における蚕緋等造弓出潮行を中心とし千月)144√もー貧表2-15.
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両大戦間期 の 日本銀行 の融資政策 について､伊牟 田は､｢1920年恐慌にあた

って､'原則 として資力信用 ある 日本銀行の取引先 を ｢中間銀行｣とし､この ｢中

間銀行｣を経 由 して 日銀が取引先外銀行-救済融資 をお こな うルー トが作 りだ
I

さ.れた｣40｡ しか し､関東大震災の際に､｢取引先外銀行 を ｢臨時取 引先｣ と

して 日●銀 が直接融資す る方法 に変わった｣41と述べ ､ ｢日銀 の取引先政策 の変

化が普通銀行 間の親銀行-子銀行関係 の強化 と一定の変化 をもた らした｣42と

指摘 している｡一方､石井は '｢日本銀行 の救済融資が大銀行本位 に行われ､地

方銀行へ の融資 に際･して もそ うした方針が基本的には貫徹 していた｣43と指摘

してい る｡

この よ うに､普通銀行間に親子銀行の関係がで きた ことは､銀行合同の相手

先を【選定する際に大きく作用 したと考え られ る｡

これまで見てきた ように､日銀は､一連 の恐慌 の際に､取引先選別方針 を と

ることによって､政府の銀行合 同政策 の補助的串役割 を果た したO規模 が小 さ

く､経営が悪化 した銀行 は､日銀の特別融資を受 けられず､倒産 を避 ける方法

は合併のみ となったO

'40前掲 『昭和金融恐慌の構造』133ペ -1ジ0

41前掲 『昭和金融恐慌の構造』133ペ ー ジ｡

42前掲 『昭和金融恐慌の構造』133ペ ー ジ｡

43前掲石井寛治 ｢地方銀行 と日本 銀行 ｣ (前掲 『両大戦間にお け る金融構造∵ 地方銀

行 を中心として-』)147ページ
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第三章 新潟 県金 融業 の概 況 お よび企 業家 グル ー プ

前掲後藤の実証的研究44によれば､政府の銀行合同政策の下で､銀行合 同政

策は､｢一県一行｣の方向-進 められたO しか し､｢一県二行｣､T一県三行｣と

い う結果 を残 した県 もかな りあったo新潟県は例外の廉の一つであ り､｢一県

二行｣の特異 となったO前章で述べたように､個別銀行の動きを考察す るには､

このよ うな特殊の県め実例が最 も適合であると考 えるoそこでは､本章では､

新潟県を例におって､銀行合 同を分析す る｡

前章では､全国の銀行合 同の状況及び銀行合同政策の展開過程について､考

察 した｡本章では､新潟県の金融業の概況､.銀行合同の進展及び､新潟県企業

家グループ と銀行の関係 について考察す る｡

1 新潟県の金融業の概｣況

(1)明治末期 の新海県

松本和明によれば､新潟県には 1888年の第 1次企業勃興期 と-1898年の第 2

次企業勃興期が存在 した45｡ この 2つの時期 を経て､新潟県内の会社数や資本

金は著 しく増加 した｡1898年 12月末には､新潟県内の会社数は 301杜 に達 し､

その うち､株式会社は 194社､合資会社は 98社､合名会社は 9社 とならてい

るO さらに､公称資本金は.合計 1,548万 5,430円､払込資本金の合計は 1,O98

万 6,375円とな り､日本全国では､会社数は第 7位､公称､･払込資本金額は第

12位 を示 していた｡

44 後藤新一が前掲書 『銀行合同の実証的研究』では､銀行合同政策の進展及び各県
の銀行合同の結果を検証した｡
45 松本和明 ｢新潟県における企業家グループの形成一明治 40年時点の場合-｣(長

岡短期大学 『ノ生涯学習センター研究実践報告』 2000年 3月､第 3号に所収)､24ペー
ジ

49



表 18 ′1898年､1907年における新潟県及び全国の会社数払込資本金額

新潟県 日本全国

会社数 払込資本金額 姦社数 ･払込資本金轡∵

注 :1907年新潟県の数値については､ ｢明治40年新潟県統計書｣と異なったため､ ｢明治40年新潟県衝計
書｣の数値に訂正した0, ､

出所 :前掲 ｢新潟県における企業家グループの形成一明治40年時点の場合一十24ページ､表1

表 19.1907年の新潟県における会社数

彩簡 長南ヒ蒲 中蒲 三島 古志 i:鋸 魚享中戯 刈羽 中 岩船 佐渡 唐 十

注 ;1r銀行｣に頒 され刊 ､る小㈱ 株式艶 歌成合資i瀞 ミ普翻 貸蜘 預金めため､金融にふく伽㌔

2 各欄において左鯛来観 右が合資＼合名会社であるC

3 表5では91行と記しているが､引用の図表の出所が異なるため､ここでは､松本のデ｣タをそのまま引用する

出所:前掲 ｢新栴県における企業家グノレープの形成一明脚 乾点の場針1 27ふ ジ､表㌢1

さらに､表 18にあるように､1907年 末には､新潟県の会社数は 317社に増

加 し(株式会社は 194社､合資､合名会社は 107社)､払込資本金の合計 も 4◆,748
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本全国の伸びを上回った｡

一方､1907年の新潟県会社数､払込資本金額の地域別､産業即分布は､表

19､表 20のとお りであるO 会社総数は 317社 とな り､その内､株式会社が 205

社､'合資､合名会社が 112社であり､両方 とも 1898年 より増加 した｡地域別

にみると､中質城郭が 73社､第 1位であ り､次いで新潟市の 44社である｡ ま

た､産業別では､銀行が 88社､企業数では県内最多であり､新潟県内 2市 15

郡全てで存立 していた.一方､石油業は､.会社数●は 19社であるが､その払込

資本金額は銀行を上回っていた｡

表 20 1907年の新潟県における払込資本金額 単位 :円

･新潟 長岡 北挿揮 中蒲原 菅帝原 再拝凍 三島 盲恵 北魚沼 敵 将 中魚沼 刈羽 兼琳 中軸 * 岩船 佐汝 合計

出所:前賂 r新海県はおける企業家グ/ー プの形成一明桝 0年穐点の場合-J27j{-ジ､表3-2

以上､見てき卑ように､1898年か ら 1907/年にかけて､新碍県の会社数及び

払込資本金額は大幅に増加 した｡ その うち､銀行及び石油業が大きな位置を し

めていた｡

次でく､銀行の状況 を具体的に見てい くことにす るO新潟県の銀行の始ま りは､

1869年設立 された新潟為替会社である.この会社は銀行の性質を備 え､金札 5

万円を発行 したが､やがて経営不振に陥 り解散 した｡その後､国立銀行条例の
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公布 を機 に､第四国立銀行が設立された｡ 次いで 76年の国立銀行条例改正に

伴い､新たに 4行が誕生 した (表 21参照)0

表 21 新潟県内国立銀行∵覧表 単位 :万円

1880年 30 28 ･5 5 ?0

1881年八. 35 28 5 15 ?0:

1882年 -35 35 5 15 '20,

出所 :前掲 『第四銀行百年史』7,2-74ページの内容 を参考に して筆者が作成 した

一方､私立銀行 も県内･各地に設立 された｡これ らは一般に銀行類似会社 と呼

ばれ､工877年半ばから急増 した｡93年の銀行条例､貯蓄銀行条例の実施によ

って､銀行類似会社の大部分は普通銀行- と転換 し､国立銀行 も営業期満によ

り96-98ゝ年にかけて普通銀行に転換 した｡ 前掲表 5が示 しているよ うに､銀行

の数 は年々増加 していたO この増加傾 向は､1909年に 92行にのぼ り､ピーク

に達 したが､1912年以降､減少に向かった｡ 全国の銀行数のピークが 1901午

であったのに対 して､新潟県の銀行業の展開はやや遅れてい'た｡
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表 22 新洛県国立銀行の普通銀行-の転換 単位●:千円

国立康 行営業満期時着通銀行転換後 1916年末

出所 :前掲 『第四銀行百年史』 168ページ､表 2-130

また､前掲表 5から､明治前期の新潟県では､銀行類似会社が圧倒的な数 を

示 していたことが明らか となる｡ 新潟県の場合､銀行類似会社の設立者 は地主

や商人が多 く､その機能 も､農民救済か ら本格的な商業金融まで幅広かった｡

その数は､ピ∵ク時の 1885年には 81社に達 した｡これに対 し､普通銀行 の発

展は.,I1893年以降のことであったO. なおこれ ら銀行類似会社のほ とんLどは､
I

1893年施行 された銀行条例によって普通銀行へ と転換 した｡

このよ･.うに､新潟県において､金融機関は 1897年前後に設立が大体終わっ

た.1907年以降､その数はピークに達 した｡一方､･5行の国立銀行 は､1898
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年までにそれぞれ普通銀行に転換 したが (表 22)､これ らはいずれ も払込資本

金 10万円以上の規模であった｡

(2)1919年までの新潟県

大正期には､･･前半の第 1次世界大戦がもたらした好況期 と､後半の反動恐慌､

関東大震災による不況期に分けることができる｡ 好況期には､日本経済は急速に`

発展を遂げ､不況期においては､企業は相次いセ倒産 し､日本経済に大きな打撃

を与えた｡普通銀行は､前半には急速に発展 し､数も琴本金も増加 した｡後半に

はいる､と､不況による傘業の倒産は普通銀行にも大きな影響を与えた｡

表 23が示すように､1907年か ら 1918年･までの間に､全国銀行の払込資本

金は 402百万円か ら888百万 円に∴2.2倍 とな り｣預金は 5.5倍､貸出金は 4.6

倍に達 した｡1行当 りの預金額 も､1907年の 18万円か ら 1'8年 には 426万円に

次で､新潟県の状況をみる｡表 24､表 25のように､1918年末1の新潟県の会

社数は 466社であ り､1907年の 317社か ら､約 1.5倍 に増加 している｡'その

うち､.株式会社は 239社､合資､合名会社は 227社である｡払込資本金の合計

も 6,608万 8,378円に達 し｣1907年 と比較する と､会社数が約 1.5倍､払込

資本金が 1.4傍に増加 した｡ 全国では､会社数は 11位､払込資本金は 9位で

あった｡

また､産業別で準ると､商業の会社数が最 も多 く､118社 あ り､全会社数の

四分の- を占めていたとその うち'､合資､合名会社は 96社 あ り､株式会社で.

は払込資本金が 10万円を超 えるものはわずか 2社だけであった｡.それに次い

で銀行の 77社であ り､商業 と合わせて､全体の 4割 転達 していたD 払込資.本

金では､銀行が トップにな って､次いで石油業であり､商業は第 5位であった｡
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表 23 全国銀行主要勘定 単位 :百万 円

年 末 銀符数 ･払込資本金 愛 ー出 預 金

明治 1907 ･'2,193 4d2 1,479 1,325

1908 ?,171 41ウ 1,466 1,304

･191_0 畠,144 449 1,737. 1,649

~1911 ?,143 480 2,029 1i776

大正 -1912 2,151 ･5台4 ′2,304 -̀1,941

､1914 2,153 608 2,683 2,212

1916 2,140 -庖8 3,574 3,464

1,917 ~2,110 _751 4,795 5,.146

1923 1,871 1,929 ll,212 J9,692

1924 1,796 1,953 ll.,568 10,232

1925 1,701 1,918 12,214 -10,821

出所 :■日本銀行統計局 『明治以降本邦主要経済統計』並木書房､
1999年､194ページ､表64の一部

一方､新潟県内を地域別にみると､新潟市の会社数が最 も多 く､次いで高 田

ぶ市 と長 岡市で あった. 3市合計で 198社で､新潟県全体の 4割 を超 えていたo

払込資本金 について も､3市の合計は､一全体の 7割 を占めてい る｡

以上見てきたよ うに､1907年の時点でも､1918年の時点で も｣新潟県の産I

業の療徴 として､小規模 の会社が県内各地に存立 していたことがあげ られ る｡
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表 24 1918年の新潟県における会社数

注 :各欄に.おいて左が株式会私 有が合資､合名会社である｡

出所 :松本和明 ｢大正期の新潟県における産業発展と企業家グループ-大正7年時点の場合-｣(長岡短期大学地域研究センター『地域
研究』第10号(平成12年11月)に所収)63ページ､表31

表 25 1918年の新潟県における払込資本金額 一 単位 :円

製.糸練 物酪 連食 品機 械金 属製 紋化 学諾

悌 娃 I.､劫

高 菜牟 産鉄 道_韓 運運 送rサービス金 散 取'91 7之2犯_1喝7.孤~喝1 乾475qL10.1甲- I･ユeDL871

合計17,狐 :犯493,之9g,541,0恥 も61551L鴎 3,1乾 a, 喝1% _471; 71q 之7喝 378 L喝11.CE乳 g喝47現 鴨(鴫

続いてこ銀行について詳 しく見ておきたい01918年､新潟県の銀行数は,77

行になったD表 26でわかるように､77行の うち､76行が●株式会社､1行が合
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資会社であった｡ さらに､払込資本金 をみると､銀行の払込資本金 は 2,758

万-6,237円で､新潟県各会社の払込資本金合計の 42%を占めてい る｡ この う

ち､払込資本金が 100万円以上のものは､わずか 6行だけであった｡すなわち､

第四銀行､新潟商業銀行､新潟農工銀行､六十九銀行､長岡銀行 と百三十九銀

行である｡これ らの銀行払込資本金は､合計 1,350万円で銀行払込資本金全体

の 48%を占めていた｡

表 26 1･918年新潟県銀行一覧 単位 :円

-銀行名 所在地 . 払埠資本､姦 銀行率 ヽ~所在地 払込資本金

沼垂銀行 . 新潟市 700,000 蘭原銀行 三島郡. ･′も..40,000

第由銀行 -.新潟市 ､- 4,100;000 与板銀行 . .三島郡 ･150,.000.

新潟商業銀行 . -新海市 . 1,750,POOO.栃尾銀行 _古志郡 . 425,000

新喝農工銀行一 .新潟市. ･1,000,000 小千谷銀行 北魚帯郡 ･300,000

高 田貯蓄率行 高甲市 99∴312 塩沢銀行 ･南食沼郡 200,000

百三十九銀行 . 高田市 1,000,00~0 秋成興行 中魚沼如 _30,000.

成資銀行 高田市 ･330,000 倉塀銀行 . 申魚溜郡.. 10,000
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吉甲貯蓄銀行 西蒲原郡 89,500 柏崎貯金銀行 刈羽郡 120,000

五ケ銀行 西蒲原郡 30,000 松代銀行 東頚城郡 . I125,000

今井銀行､ 西蒲原郡 125,000 安塚銀行 東頚城郡 240,-000

l巻銀行 西蒲原郡 250,.000.北越倉庫銀行 中頭輝融 350,000

'燕銀行 .- 西藤原郡 . 240,000 直江津商業銀行 中頚城郡 336,000

北越.商業銀行 南清廉郡 375,000■･早川銀行. 西頚城郡 . 5-0;000

加茂実業銀行.. 南蒲原郡 125,000 大和川貯替銀行 西頚城郡 250,000.

越見銀行 南蒲原郡 312,50..0 村上鹿蓄銀行 岩船 93,750

寺泊銀行 三串郡 150;000.相川銀行 佐渡郡 120,000

三島農商銀行 主島郡 loo,.000 佐渡銀行 佐準郡 160,000

出所 : 『新潟県統計書』大正 7年 より､作成

(3) 1920年以降の新潟県

192.0年の戦後反動恐慌､1923年の関東大震災などは､ 日本経済に.大 きな打

1

撃を与 え､中小企業が多数倒産 した｡ それ ら企業 に対 して資金を提供 していたI

小銀行 もこの不況下で経営危機 に陥 り､各地で銀行取付騒 ぎが相次いだ｡それ●

によって､多 く.の小銀行が倒産､合併 し､さらに､政府の銀行合同政策もあっ
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て､ 日本各地で銀行合同が行われた?

新潟県の場合､1920年以降､新潟では初めての大規模 な銀行取付騒 ぎが起

きた｡その発端は､新潟銀行 (1918年､新潟商業銀行が新潟銀行 と改称 した)

頭取斎藤喜十郎が療式相場で失敗 した との根拠 のな小 噂で新潟銀行 の亀 田代

理店で取付騒ぎがおきたことであった｡そ して､1920年か ら 1923年の･間の銀

行合同数は 13行 を数えた｡

表 27 1926-1945年銀行数の推移

牛 革 普通琴行数 貯蓄銀行数 特殊銀行数 全国銀行数

19?6 1,417 124 34 Jl,L575

192.7 1,280 -113 畠2 I..1,42.5

1928 1,028 100 52 1,160

1929 ･878 ･9.5 .31 ∴1,004

1931 二680 ･.88 L26 794

1934 ･484_ 79. 24 587

･1936. ･424 ･74 23 521

19?8 346 ll 12 429

1939 ∴318 71 12 401

i944. 72 20 7 99

出所 :前掲 『明治以降本邦主要経済統計』より筆者作成

1920年の反動恐慌の影響を受け､多 くの金融機関が破綻 した｡これに対 し､
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政府 は ｢貯蓄銀行法｣を制定 した｡1921年公布 された ｢貯蓄銀行法｣は全 33

条か らな り､普通銀行 との兼業を禁止 し､取 り扱 う預金 も資金運用 も厳 しく制

限された｡これを契機 に全国各地で多 くの貯蓄銀行が普通銀行-転業す る動き

があった｡新潟県にもこのような動きが見 られた｡前掲図 2が示すように､1922

年新潟県には新設銀行が多かった｡ しかし､このほとんどは､貯蓄銀行が普通

銀行-転業 したものであった｡その結果､新潟県の貯蓄銀行は 3行46に集約 さ

れた. 一方､新潟廉内では､貯蓄業務 を兼業 していた小銀行が多数存在 してい

たが､｢貯蓄銀行法｣の公布 によって､これ らの銀行は貯蓄部門を失った｡ さ

らに 1927年 ｢銀行法｣の公布を加え､｢3行の貯蓄銀行 も普通銀行に転換 した

専業貯蓄銀行の多 くも､最終的には現在の第四銀行 弓ヒ越銀行 に合流 し｣47た｡～

一方､片岡蔵相の失言 を発端にした金融恐慌が 1927年 に発生 し､銀行取付

騒ぎが 日本各地に広が り､金融界､特に弱小銀行に最 も深刻な打撃を与え､そ

の整理､淘汰が迫 られた｡さらに､同年の ｢銀行睦｣の公布 により､無資格銀

行が整理 され､政府が主導す る銀行合同が進められた｡

表 27でわか るよ うに､昭和期には､ 日本全国の銀行数は､1926年の 1,,575

行か ら､1945年第 2次世界大戦の終わ りごろに.は､69行に減少 した｡ その う

ち､普通銀行は､1926弓945年の間に 1,3561行 も減少 した｡

1937年 日中戦争の開始 とともに､ 日本政府は国家による経済統制､金融統

制を本格化 させ､1938年に国家縛動員法を制定 した｡ さらに､政府は銀行の

｢一県一行｣を奨励 しこ銀行合同が急速に進行 した.

46 新潟貯蓄銀行､新潟興業貯蓄銀行､長岡貯蓄銀行である｡その うち新潟貯蓄銀行

は第四銀行 と､新潟興業貯蓄銀行は新潟銀行 と､長岡貯蓄銀行は長岡銀行 ･六十九銀

行 と結びついていた (早川大介 ｢貯蓄銀行立法 と地方貯蓄銀行群の形成 ･再編一新潟

県を事例に-｣ (地方金融史顧究会 『地方金融史研究』2010年 5月､第 41号所収))

47前掲早川大介 ｢貯蓄銀行立汝 と地方貯蓄銀行群の形成 ･再編一新潟県を事例に-｣
(前掲 『地方金融史研究』80ページ｡)
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表 28 新潟県内銀行主要勘定 単位 :千円

19126 55 .50,332 147,867 170,772

19台9 ･33 47.,601 173,.757 J162i556

1931 22 46,207､ 164,868 149,68.3

1932 19 4.5,680 17㌧40.5 150,217

1933 ･18 45,313 ..177,76.2 147,583

1934. 14 43,278 1181,531 1.37,671

出所 :前掲 『第四銀行百年史』260ページ､表3-13-部

表 28カ.S示す よ うに､新潟県内の普通銀行は 1926年 の 55行か ら､19声6年 に

は 13行 に減少 した｡払込資本金 も 705万 4,000円に減少 したo しか し､一行

あた りの払込資本傘は約 3.6倍 も増大 した｡これ は､銀行合 同によっで銀行 のI

資本力が増大 したためである｡一方､預金 と貸 出金か らみ ると､28､29年新

潟県の預金は好調で､30､31年 になると､やや減少傾 向にあ.り､32年以降､

再び増加 した｡貸 出については､26年以降､基本的に減少傾 向であった｡

1927年 の金敵恐慌に際 して､新潟県内の各銀行 では､事前準備 を十分 に行

ったた吟に､大規模な取 り付 け騒ぎは起きなかったoその後の 1930年農業恐

慌の際 も､他県の銀行 の余波 を受け.､六十三銀行 ･(長野県)の上越地方 3支店

の預金引出が 目立つ程度であった｡

日本銀行新潟支店長 は､1927年第 31回新潟県銀行 同盟章において､以下の

ように述べてい る｡

｢(昭和恐慌の際)当廉ニハ- ツノ休業銀行モ出ナカ ッタ､従 ツテ県下産業界

モ格段 ノ影響 ヲ被ツタ亘 ノハ無カッタ､尤モ織物二関係 ノ深イ大阪方面 ノ大銀
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行ノ破綻ニ ヨリ､京阪ノ問屋 ヲ重要得意 トスル県下機業ハ-頓挫 ヲ受ケタ. 蘇

ニモ ラ トリアムカ実施セ ラレテカラハ機業界 ノ打撃少カラサルモノカアツタ､

即チ最盛季ニアツタ夏物 ノ注文ハ杜絶スル ト共ニ､今迄ノ先約モ多ハ解合 トナ

リ､･主要機業地テハ一週間乃至二週間ノ休業ヲシタO 又季節モノ､肥料ハ信用

状ニ ヨル産地買付 ノ不能､運送業者 ノ貨物引換証不発行等二因 リー時受渡二困

難 ヲ感シタ｡ 其他総テノ商取引力信用ノ梗塞ニヨツテ不円滑 トナ ッタ｡ 然シナ

カラ之等ハ全国的ノ影響テアツテ特二当県ノミカ受ケタモノテハナィ ｡兎二角

新潟県 トシテハ金融界ニモ産業界ニモ何等ノ不詳事モ無ク今 日御互ニ コウシ

テ晴 レヤカナ気持テ一堂二会シ得夕事ハ誠二御同慶二堪-ナイ次第テアルO｣

48

図 3 新潟県普通銀行の利益金年間統計
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出所 :前掲 隅‡潟県史 資料編17,近代5 産業経済編Ⅰ』559ページより-､筆者作嵐

48守県下金融 ノ近状｣(日本銀行金融研究所 『日本金融史資料昭和続編 付録 第二
巻』大蔵省印刷局､33ページ)0
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以上のように､新潟県の機業などの在来産業.は､昭和恐慌においては､県外

の影響を受け､比較的大きな打撃を受 けていた｡ しか し､大規模 な取 り付け騒

ぎは起きなかっ存 O すでに述べたように､新潟県の銀行の特徴は､小規模銀行

が多かったことである｡ これ らの小規模の銀行の主要取引先は､新潟県の在来

産業の企業や､農業である｡在来産業の不振によって､銀行業 も影響 を受け､

多 く.の銀行の経営が悪化 した｡

1929年ニュー ヨークに始ま,つた世界恐慌は､1930年農業恐慌 と年らて､新

潟を襲 った｡この影響を受け､新潟県の銀行の経営悪化はさらに深刻化 した｡

図 3が示す ように､1927年以降新潟県銀行め収益は大幅に減少 し､31年 kl底

をついた｡

一方､1927年銀行港の公布 により､新潟県の無資格銀行が整理 され､銀行

数は一気 に減少 したO さらに､1936年馬場蔵相が ｢一県一行主義｣を唱え､

銀行合 同を徹底的に推 し進めることとなった｡1940年には,､新潟県内の普通

銀行は 8行にまで減少 した. 第四銀行､新潟銀行 ､ と六十九銀行､長岡銀行､百

三十九銀行､柏崎銀行､安塚銀行､】能生銀行である｡一方､新海県当局は､更

なる銀行集約を企画 して第四､新潟､六十九､長岡の 4大銀行の大合 同を図っ

た､.しか し､上 県一行主義 卜云フガ如キ荘漠 タル方針 ノ下士律セン斗 スルハ
1

業界 ノ実情二即セサルモノニシテ ､従来地方経済ノ特殊性二対応シテ金融□□

ロロロ (破損)ル上二多大ノ貢献ヲ為シ来 リタル地方銀行 ノ特色 ヲ失ハシムル

ノ結果 トナ リ延 ヒテ中小商工業者 ノ金融難 ヲ一層深刻化セシメ地方産業 ノ健

全ナル発達ヲ阻害スベク｣49とい う反対の声もあ り､｢急激ナル大合 同｣50は実

現 されなかった｡

･2 新潟県における･銀行合同政策の進展

前節では､新潟県の金融業の概況を確認 した0本節では､両大戦間期 におけ

る新潟県の銀行合同政策の進展 を確認 してお くO

49 1936年新潟実業終連合会が商工会､大蔵大臣に提出した ｢銀行合同問題二関シ陳

情｣の一部内容 (第四銀行所蔵 ｢合併銀行 関係資料｣)0

50 前掲 ｢銀行合同問題二関･シ陳情J
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'(1) 新潟県における銀行合同政策の進展

前述 したように､新潟県では､1896年から98年にかけて第四国立銀行 をは

じめ､5.行の国立銀行が設立 されている｡ これが新潟県銀行業の始ま りだ とい

われている｡ その後多数の銀行類似会社51が設立 されるな どしたが､銀行条例

の施行 とともに､その多 くは普通銀行- と転換 していったO

銀行合 同の動きを見ると､明治期か ら大正前半期までは､わずか 3件に過 ぎ

ず､銀行合同が本格的に動き出 したのは､新潟県においても､反動恐慌結果､

政府 の合同政策が強化 された 192や年以降のことである0

1923年 3-月 日本銀行新潟支店が県内各銀行代表者宛に出した書簡には､｢9

年以降大打撃 ヲ被 リシ トハ云- 尚相当実力ヲ増進シ得 タルハ疑シキ処二有之

-朝財界 ノ整理ナランカ金融業者 ノ.大活動ヲ必要 卜云べ ク予 メ之二応 カル資

力 ノ増大企図ヌル ノ要有之候儀 卜存侯而カモ一面我金融界二於チモ財界変動

ノ余波 ヲ受ケ多少整理 ヲ必要 トスル点必無ヲ保シ難 ク之ガ対策 上シテハ銀符

ノ合 同ハ最モ機宜二通シ最モ効果大ナル ヲ倍 ジテ疑ハズ｣52と書かれていた｡

1923年には合同推進に当る新潟県下銀行合同協議会が結成 され､同年 4･月､

銀行合併に関する会合が県当局の主導の下で開かれ たO 当時の新聞には､次の

ように書かれている｡｢新潟県主催の県下銀行合同協議会は 5日午前 11痔より

県商品陳列所楼上に開かれた｡出席者は､各銀行重役 80余名 で大蔵省 より黒

田銀行局長臨席主催者側 よりは太田知事､千葉内務部長以下及び森 日銀支店長

等参列午前 中は知事及び局長 の銀行合 同促進 に関す.る演説があ り午後 は森 日.

銀支店長の演説があって後協議｣53に移った｡ この協議 については､以下のよ

うに書かれている｡ .

｢県下銀行合同促進ノ為メ県主催 ノ銀行会嵩ハ予定ノ如 く.昨五 日当市二開催｣

51 明治初年から設立された金貸会社的な地方金融機関のことせ指す｡政府は､1872

年の国立｢銀行条例によって､.｢銀行｣の名称を用いるこ､とを許さなかったことから､

一般に銀行類似会社と呼ばれるOこの名称は､国立銀行条例第 22条第 3項の ｢為替
両替預 り金貸附等都テ銀行二類スル業ヲ常ム者ハ向後紙幣頭ノ承認ヲ得サレハ其営
業ヲ為ス可ラス｣ から出たものと言われている｡
52 ｢県下銀行二対シ合同促進徒漁ノ件｣(前掲『日本金融史資料 昭和続編 付録 第
二巻』1108ページ)0

53 『読売新聞』朝刊 3面､1923年 4月 6日､｢新潟銀行合同一協議案決定｣O
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主席者ハ六十七行七十七各ニシテ知事 ノ演説二引続 キ黒 田大蔵省銀行局長及

小役 ノ合同二関スル講演ア リタル後左 ノ決議 ヲ為セ リ

､ 普通銀行ハ別紙 ノ上越､,中越､下越 ノ三地方二依 り合同ヲ為スコ ト ｡

_､ 前項二依 り難キ特別 ノ事情アル トキハ地方協議会二於テ協定スル コ ト

_､ 合同ノ協議 ヲ為ス為第一項ノ地方二依 り地方協議会 ヲ開催スノレコ ト

四､ 着協議会 ノ斡旋 ヲ為ス為地方委員 ヲ挙クル ゴ ト

五､ 貯蓄銀行ハ一行二合同スル見込 ヲ以テ当該銀行二於テ協議スル コ ト

銀行合同及地方埠議会 ノ地方

上越地方

高田市､中頚城郡､西頚城郡､東頚城郡

中越地方

長岡市､刈羽郡､三島郡､古志郡､北魚沼郡､中魚沼郡､南魚沼郡､南蒲原郡

ノ内見附､今転ノ両町

下越地方

新潟市､岩船郡､北蒲原郡､中蒲原郡､西蒲原郡､南蒲原郡 (見附､今町ノ両

町ヲ除ク)､佐渡郡

尚右地方委員ニハ左記ノ銀行選任セラレ上越ハ来月二 日､中越ハ同七 日､貯蓄

銀行側ハ同四 日 (下越ハ未定) ト地方協議会ノ日放チ決定､･夫々会合 ノ上更二

具体的二進行 ヲ図ル筈ナ リ

地方委員

上越 百三十九銀行､新井銀行､越後銀行､直江津商業銀行､安塚銀行

中越 長岡鍔行､六十jhy銀行､栃尾銀行､柏崎銀行､六 日町銀行､十 日町銀行､

小千谷銀行 I

下越 第四銀行､新潟銀行､三条銀行､加茂銀行､,巻銀行､村上銀行､村上産

業銀行｣54

このように､この協議会では､新潟県を 3地方に分け､合同を進め~ることが

決定 されたOその後､各地で開かれた協蔑会の結果につい ては､｢順序ニ ヨリ

夫々地方協議会ヲ開催､左ノ決議ヲ為セ リ

54 ｢県下銀行合同促進ヲ目的 トスル銀行会議ノ模様｣(前掲 『日本金融史資料 昭和

続編 付録 第二巻』108-109ページ)0
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､ 貯蓄銀行 出席行数三行 (全テ)

別段決議 ヲ見ルニ至 ラズ尚将来協議 ヲ遂 グべシ ト云フニ止マ レリ

_､ 中越 出席行数十六行

(｢) 成ルべ ク大合同ノ実現二努ムル コ ト

(二) 其 ノ前提 ト'シテ郡内又ハ付近其他 ノ関係二依 り可能性 ヲ有スル

モノノ小合 同ヲ促進スル コ ト

(三) 各銀行ハ合 同ノ必要二付キ新聞､通信社､株主､取引先及地方人

士二諒解 ヲ求ムル コ ト

(四) 各銀行二於テ合同方法､手続､条件 を考慮スル コ ト

(五) 協読会ハ之 ヲ継続スル コ ト

ー､ 上越 出席行数十五行

ノ(-) 本年四月五 日新潟二於ケル県下銀行合同議案 ノ主旨二基キ上越一

市三郡銀行 ノ合同ヲ促進スル コ ト

(二) 前項ノ順序 トシテ先以テ可能性ヲ有スル銀行冬 自問二適 当ノ案 ヲ

定メ合同ヲ図 り､漸次大合同二向テ進ムコ トI

(三) 本協議会 ヲ継続スルコ ト

四､ 下越 出席行数二十四行

(-) 県ノ合同方針二依 り精々合同ヲ促進スル コ ト

(ニ) 先ヅ可能的銀行間二適当ノ案 ヲ定メ第--次合同ヲ図 り漸次大合 同

ノ端ヲ開クコ ト

(三) 必要二応 ジ更二集会協議スル コ ト

(四) 委員ハ引継 ノコ ト｣55

ここ正示 されているように､新潟県の銀行合同方針は､三地方に分 けて､大

合同を念頭に置きつつ､それぞれの地方で可能な銀行を先に合併す ることであ

ったここの結果､その後一年間に､.越見銀行が六十九銀行 に､岩船銀行が村上

銀行 に､三条商工銀行が三条銀行に､相川銀行が第四銀行に合併 したムその後､

各地方また各郡でも､地方協議会が頻繁 に開かれた｡ そ して 1920年か ら 1923

年の由の銀行合同数は 11行にも上っている｡

55 ｢銀行合同促進計画二付テ｣ (前掲 『日本金融史資料 昭和続編 付録 第二巻』

109ページ)｡
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一方､新潟県当局は､一層の銀行集約 を企図 して第四､新潟､六十九､長岡

の 4大銀行の大合同を図ったが､｢下越二於テハ県下一行主義 ヲ以テ進 ム合同

促進上至便ナルベシ トノ意見出タル結果差当 り第 四∴長岡､六十九及 ビ新潟 ノ

四大銀行 ノ合 同ヲ図 リテハ如何-トノ相談 トナ リ本月十五 日右 四銀行 ノ代表者

会合､協議 ヲ遂ゲシ処結局四行ノ合同ハ尚其時機二非ラズ トノ意見二帰シ右合

同談ハ纏マルニ至ラズ｣56とい う結果で終わった｡

さらに 1925年､新潟県当局は､小銀行の増資不可､銀行支店設置 に厳 しい

制限を虚 けるなど厳重な銀行監督方針を実施 した｡このような強力な合 同政策

の下で､新潟県の銀行数は､1911年の 92°行から1927年末 56行- と減少 した｡

1927年の金融恐慌以降､新潟県も政府の政策にあわせ､銀行合同をますま

す強化 した｡ 大蔵省 は銀行検査方針 に大改革を行った｡｢1927年 5月 24日勅

令第二十二号に依 り新たに検査課を設置 して､専任の銀行調査官十八名 ､'同検

査官補佐五十 四各 を置 くこととし､全国を五区に分って各 自の 分担を定むる方

針 とした｣ 57｡ 新潟県にも大蔵省か ら派遣 された検査官が何回か訪れた｡1927

年 9月､｢大蔵省か ら駒井検査官が派遣 され､県内各銀行代表者 と合同に関 し

て懇談 した｡この懇談会は､新潟市のほか､長岡市､高田市で も開催 され､下

逮 (参加 12行)､中越 (参加 24行)､上越 (参加 13行)の各行重役が参集 し

た｡席上､検査官は各行の忌博のない意見を聴政す るとともに､積極的に銀行

合同｣58を勧 めた｡翌年 5月にも､検査官が新潟に訪れた｡ 日本銀行新潟支店

の ｢県下銀行 ノ合同◆交渉進展状況｣には､当時の様子がこう書かれている｡

｢銀行合同勧奨ノ∴為メ銀行検査官駒井重次氏昨月二十九 日当地着三十 日､本

月一 日､二 日ハ新潟市ニ､三 日､四 日ハ長岡市こ､六 日､七 日ハ高 田市二附近

セラル､モノ次ノ如シ

合併銀行 被合併銀行 ･合併ノ時期

56 ｢県下銀行合同促進問題 ノ経過｣(前掲 『日本金融史資料 昭和続編 付録 第二

巻 』110ページ)｡

57 ｢我国に於 ける銀行合同の大勢｣(前掲 『日本金融史資料 昭和締 第二十 四巻』
699ページ)0
58 前掲 『第四銀行百年史』274ページO
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第 四

第 四

第 四

第 四

新潟

六十九

六十九

柏崎

村松 明年三月末迄ニ

○酉吉 田 明年六月末迄ニ

○和納 明言 シ得ザルモ成ル可ク早 ク

l寺泊 向フ-ヶ年モ経過 シ相 当整理成績 ノ挙 リタル後

○曽根 遅 ク早本年末迄ニ

○関原 近 キ将来二成ル可ク早 ク

○堀之内 遅 クモ明年 四月一 日

一〇椎谷 シ 椎谷銀行 ノ取締役塚 田正司二対スル債権 四万五千

円ヲ成ル可 ク速二回収 シ其回収後直ニ

百三十九 , ○柿崎 明後年九月未迄ニ｣59

この結果､.1929年 には新潟合 同史上最高記録の 9行の合併 が行われた｡ さ

らに､銀行法の施行 にともない､1932年までに銀行合 同数 は 30行 となった｡

34年末現在で､新潟県に残存 した銀行 は､以下の 14行のみ となった｡

新潟市一第 四銀行､新潟銀行､新潟貯蓄銀行､新潟工業貯蓄銀行

長 岡市一六十九銀行､長 岡銀行､長 岡貯蓄銀行

高 田市一百三十九銀行

岩船郡一村上銀行

中蒲原郡- 白根銀行}

刈羽郡一柏崎銀行

東頚城郡-安塚銀行

西頚城郡一能生銀行､大和川銀行60

1936年の大蔵大 臣馬場鉄- め rT県一行主義｣の提起は､一段落 した銀行

合 繭を再び活発化 した｡ 新潟 の場合､県及び 日銀 は､｢第四銀行 ヲシテ県下所

在本店普鹿八行 ヲ合併セシメ新潟貯蓄銀行 ヲシテ同ジク新潟興業貯蓄､長岡貯

蓄 ノ二行 ヲ合併セシメ結局県下普銀-､貯銀- トナス｣61と考 えていた｡ それ

59 前掲 ｢県下銀行合同促進問題 ノ経過｣(前掲『日本金融史資料 昭和続編 T付録 第

二巻』110ページ)｡･○ほ銀行法 による無資格銀行である

60 前掲 『第四銀行百年史』277-278ページ.但 し､新潟信東は普通銀行､貯蓄銀行

ではないことか ら､本論文では削除 した｡

61｢｢管内銀行合同二関スル意見｣(前掲 『日本金融史資料 庵 和続編 .付録 第二巻』
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に対 し､各銀行の反応は以下の とお りである｡

｢(第四銀行)

県下銀行を打て一丸 と一県一行の理想を達成せ らる-き事に対 して何等反

対すへ漕 理由を見出し得す此際各行共大乗的見地 に立ち真裸体 と･な りて合併

を策サ -きを希望す

(新潟銀行)

一県一行主義を強行せ らる ゝに於ては欣然参加 を希望すれ共若 し然 らす し

て単に第四との合併のみに付ての勧奨な らは此際は今暫 く静観的態度 を持 し

度 を希望す

(長岡銀行)

単独に六十九銀行 のみ との合併は従来の経営方針､行員の指導方針 に相違あ

る等の点 より見て徒 らに相勉摩擦を招 く虞あり､左 りとて県下の打て一丸 とす

る事は云ふ- くして行ふ-か らさる事 と見受 らる ゝ故此際緩衝地帯の意味に

て更に百三十九､柏崎の両行 を誘ひて四行の合併 を策せ られんことを希望す

尚百三十九､柏崎両行は系統的に見て第四銀行 と結付 く可能性あり斯 くては

長岡は包囲体制を受 けて不利 の地位 に陥るの懸念 あ りと為す

(六十九銀行)

此際県下を打て一丸 と為す方法は英.地理的関係経済的事情 などに鑑み時期

尚早な りとの見解を有 し差当 り上越 (高田市中心)中越 (長岡市中心)下越'(新

潟市中心)の三ヶ所に合同す るを以て時宜に適せるもの と欝め先以て 自行 と長

岡銀行の合併を実現 し､以て他 日の大合同を,待ち度 と希望す上 62

133ページ)0

62 ｢管内銀行合同に関する第四､新潟､六十九､長岡各行の内意｣(前掲 『日本金融

史資料 昭和療編 付録 第二巻』135ページ)｡
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表 29 新潟県銀行一覧 (1940年 10月末)

1白 14 .118 甲 61.

○新潟銀行■ ･垂潟市 斉藤喜十郎 6 6 34 21 19 ･6.0%

○新潟興業銀行 巌潟市 斉藤庫四郎 :0.5 0.1 ll 0..5 9 6｣0%

P六十九銀行 長岡市 麗尾徳之助 .13 9. 45 24 25 5.5%

○長岡銀行 ' 長岡市 山口.誠太郎 9 5 40. 23 16 ･5.摘 .

C)首三十九銀行.. 苗田市 .石黒大次郎 .3 2 2b 7. 15 6.3%.

安塚銀行 . ･安塚村 塩崎∵治 0.8 ･0.7 2.. 1 ･.1 i.d%

注 :○は日本銀行新潟支店の取引先

出所 :前掲 『日本金融史資料 昭和続編 付録 第二巻』133-134ページ｡

わかるように､第四銀行､新潟銀行は ｢大合同｣に対 して賛成であ り､長岡

銀行､六十九銀行は､｢大合同｣に反対す る立場に立っていた｡ しか し､新潟

銀行､第四銀行 と対抗 し､｢一県一行主義の実現せ られ さる-きを見越 し第四

銀行 との合併拒絶｣63するために､これを主張 していた と患われる｡ また､長

岡銀行は､六十九銀行 と合併することにも反対 し､さらに百三十九銀行､柏崎

銀行が第四銀行に合併 し､長岡が包囲され不利 に陥ることを警戒 して､四行の

合併を望んでいた｡一方､六十九銀行は､先に上越､中越､下越三地域 にそれ

ぞれ合同が進む ことを希望 していた｡長岡銀行 と合併することにも積極的であ

った｡

一方､銀行合同は順調 に進み､1940･年 10月まで未現在の新潟県の銀行は､

表 29の通 りであり､11行 となった｡

63 前掲 ｢管内銀行合同に関する第四､新潟､六十九､長岡各行の内意｣(前掲 『日本

金融史資料 ･昭和続編 付録 第二巻』135ページ)｡
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図 4 新潟県普通銀行一行 当た り利益金 (平均)

1,200,000

1,000.000

+ 新潟県

1911 1913 1915 1917 1919 1921 1923 1925 1927 1929 1931 1933 1935 1937 1939

∫

出所 :前掲 『新潟県史 資料編17 近代5産業経済編Ⅰ(統計)』559ページより､筆者作鹿

1920年以降､新潟県の銀行合同は､政策の強化 とともに急速に行 われた｡

図 4は 1911年から1940年まで新潟県普通銀行一行当た り平均利益金 を示 し七

い る｡'1920年以降､新潟県銀行の収益は大幅に増加 したことが明 らかである｡

銀行合同によって､√小康 行が整理 され､/規模が比較的大きな銀行が残 されたO.

その結果､銀行の集中によって､-行当た りの収益があがったのであるO

(2) 大正期の銀行合同

前述 したように､新潟県では､1920年-1933年及び 1935年-1940年の 2つI

の時期たおいて､銀行合同が活発に行われた01920年以降､新海県主要銀行

の合併状況は､表 30が示す とお りである｡ まず銀行別に見ると､合計 65件の
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うち､第四銀行-の合併は､大正期 9件､昭和期･12件､合計 21件あ り､次に

合併数の多いのは､六十九銀行である｡ 時期別に見ると､昭和期は 39件あ り､

全体の約 6割を占めている｡ しかも､大正前半期までは､わずか 1件であった

が､大正後半期には 25件であるO ほとんどの銀行合同は､大正後車期 と昭和

期 において行われたことがわかる｡㌔

以下では､1920年-1940年において､新潟県の銀行合同の状況 を考察するo

資料上の問題で､こ? 2つの時期の銀行合同を大正期 と昭和初期 に分 けて､分

析 をする｡

まず､大正期における新潟県の銀行合同を取 り上げよう｡ 前述 した ように､

大正期には､銀行合同は 26件あり､大正前半期に 1件､.後半期た 25件であっ

た O -方､この時期の金融機 関の動向をみるとt,｢新設 8行､県外移転 7行､

解散 6行､破産 1行で､合併による消滅 は 31行に達 した｡ この結果､大正期

を通 じて県内の銀行数は､92行から 55行に激減 した｣64｡ 県外移転の 7行は

表 31の通 りである｡ この 7行の うち､糸魚川銀行は 1897年設立 され､当初の

資本金 15万円であったが､1912年に 10万円に減資七 たTo そのほかの 6行は､

全て 3方円以下の弱小銀行であった｡ 県外-移転 した理由は､政府が銀行合同

を奨励 し､銀行新設 を制限す る政策を強化するにづれて､経営の悪化 した銀行

の営業権を買収 し､新たlに別名銀行を設立 したことにあるO

64『創業百年史』北越銀行､1980年､158ページ｡
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表 30 新潟県主要銀行の合併状況

大正時代 ･ 昭和時代 計

,1926-1932.ヽ .1.933-194.0

第四銀行. 9° ■10 2 21

百三十九銀行 2 3- -5

新潟銀行 . 2 3 5

柏崎銀行 1.. ..2 3

長 岡銀行 1 - 1

出所 :前掲 『創業百年史』265ページ｡

表 31 大正期における県内銀行の県外移転状況

...銀 行 名 r 所 在 地 移転年月 ･備 考

河 _酉 .銀 L行 西療城廓膏梅村 1913.ll 東信銀行 と改称､.東承市ベ移転

小出荷為 替合廃 会社 ･北魚沼郡小出町 1915.2 黒部銀行 と改称､寄畑 県人移転

潔 森 川 銀 .行 . 西嶺城郭糸魚川村 1915..10 興津銀行 と改称､静 岡県↑移覇

･大 帝 '銀 行 r ･北魚沼郡湯之.谷村 ･191̀6.2 東京市{移奉 .

出所 :前掲 『創業百年史』-159ページ｡

一方､解散及び破産の銀行 7行の破綻原因としては､固定貸 し､滞 り貸 しの

増大による赤字の累積､投機の失敗､経営琴境の変化による地域産業め不振な

どがあげられ る｡た とえば､新潟･柏崎などに支店 を持った中越貯金銀行は､
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多額の累積赤字 を抱 え､1912年 1月 に突然休業 を発表 し､整理再建 に努力 を

したが､新潟県 当局 の要請で解散 した｡

表 32 新潟県 内合併銀行 ･被合併銀行一覧 (大正期)一

地方区分. 合 併鍵行 .新立.銀行名 被合併銀行名 銀行琴

上越 - 百三十九銀行 直江津商業(19云4.7)､.革田商菓(1924..7) 2

中越 六十九銀行 . 越見(192台.12)､ 1
長 .同 銀 行 見附(19等2_.lil 1

柏 崎 銀 行 岡野町 (19~22.ll) 1

新 潟 _銀 行 五泉吉田(1923.4)I-新潟商策(1926.10). ･2 .

三 .条 -..,銀 .行 三条工商~(192五 1) 1

備考:カ■ッコの中は合併年月｡.∫-

出所 :前線 『創業百年史』162ページ｡

銀行合 同につ いては､大正前半期 の 1件､す なわち 1912年 に中条共 立銀行

が第 四銀行-合併 された理 由は､経営不振 に陥った 中条共立琴行 を救済す るた

吟で あった.この時期 においては､銀行合 同の機'運 はまだ醸成 され てい なか っ

た と思われ る｡ しか し､1920年反動恐慌 以降､新潟県 内の銀行 合 同は進展 を
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みせ るよ うになった｡ 日銀新潟支店､新潟県当局は積極的に銀行合同の奨励に

乗 り出 した｡ この時期に発生 した 25件の銀行合同の うち､銀行間の自由的合

意時よるものは少なく､政府Pの行政指導に基づ く.日銀新潟支店､新潟県当局の

積極的な勧奨によるものがほ とんどであった｡大正期における新潟県の銀行合
i

同は表 32の とお りである｡

(3)､ 昭和前期の銀行合 同

1927年 3月､片岡蔵相の失言65を契機に金融恐慌が発生 した｡ 銀行の取 り付
▲

けは直 ちに全国各地に波及 し､休業銀行が相次いだO･その影響 は新潟県にも及

んだ｡4月 22日と23日､県内銀行は臨時休業 した｡ 休業明けの 25日(24日は

日曜 日.なので実 3日の休業)､十分の支払資金を準備 しなが らも､緊張 と不安

に包まれていたO当時の様子 は新聞にはこう書かれている｡

｢(長 岡)市内各銀行は異常なる緊張裡に平 日は九時の開店を繰 り上げて八時

といふに早 くも蔵扉は静かに開かれた｡ 居並ぶ重役,行員の平気 を粧ふ面上に

は明かに不安の色が深 く刻まれてゐた｡正服私服の警戒巡査の姿も物々 しく出

納の机上に山と積まれた何十万円かの紙幣の山､何れ も此 日な らでは見 られな

い光景である---｣66

金融恐慌の影響を受け､政府の銀行合同方針 が さらに強力に打ち出された｡

たとえば､第四銀行へ合併す る理 由に-5いt､三条銀行の重役であった大鹿は､

j｢自分は､支配人をしていたので､県庁に二度も呼ばれ､合併の勧誘 を執轍 に

うけた｡ 当行は別に系列関係や親銀行 を持っていなかったので､どこの銀行 と

合併 して もよかった｡当時､第四銀行 との合併話 を進 めた ら､とん とん 拍子 に

65 1927年 1月憲政会若槻 内閣は震災手形損失補償公債法案､震災手形善後処理法案 を

議会 に提出した｡審議最 中の 3月 14日午後の予算委員会で片岡蔵相 の東京の渡

辺銀行が破綻 した との発言 を契機 に､翌 日以後取 り付 けは全国の中小銀行 に波

及 した｡

66 『北越新報』1927年 4月 26日｡
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話がま とま り､第四銀行-合併することになった｣67と語っている｡

さらに､その後､1929年世界恐慌､30年農業恐慌が発生 し､各産業は大き

な打撃を受けたOそのため､新潟県の銀行の収益 も著 しく悪化 した0

-連の恐慌の影響を受 け､さらに ｢銀行法｣ の公布に,より､政府の銀行合同

政策は一層強化 された｡それでは､どのような銀行が合併の対象になったので

あろ う-か01927年 6月には､新潟県における銀行は∴普通銀行 48行､貯蓄銀 .

行 3行､計 51行であったが､その うち､銀行汝によって無資格銀行に該当す

るとされた銀行は 20行 にも及んでいた (表 33参照)｡ これ らの無資格銀行は､

原則 として単独増資が認 められず､存続す るには､他行 と合併す.る方法 しかな

かった｡

昭和初期におヤ､ては､これ ら無資格銀行の整理が､銀行合同の主体だったよ

うである｡1932年までに■､無資格銀行はすべて合併または解散によって整理

された｡ ただ し､有資格銀行の合同もかな り促進 された｡ とはいえ､この時期

の銀行合 同の森題が無資格銀行の整理であったことは､表 34カモら明 らかであ

る｡

67 ｢三条信用銀行関係 参考資料｣(第四銀行保存資料)
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表 33 新潟県内銀行一覧 (1927年 6月未現在) 単位 :千 円

銀行嶺 壷本金 払込資本 金 蝉行名 資本傘-払込資本金

新潟 4,662 4,662 六ヽ 日町 . 500 500

･*新潟農帝 70 70 塩沢 . ･500 500

六十本 10,5.00 7,020 .*雷土 leo 13_1

長岡商琴 1,200 825 ･東成 60r 37

∫百三十九 2,685 1,740 ･倉毎 20 20

村松 500 ･-267 *椎谷 . 200 I2,5

巻 5.00 -500 *石.地 150､ 120

*-曽根 . 100 .75.車北越倉庫 i.75 175

*五轡 30. 30 新井 _650 425

三準 1,650 912 越後 500 365

*北越 商業 600 ･600 長大和州 250 ･2.50

*関原 才OO 100 *根地 100 43.

禰 谷 .~500 250 相手 1,600 1,050

湖 底 _ ll,QOO ･1,000 新潟貯蓄 1,000 ナoo

小樽 .50.d 437 長岡貯琴 1,..000 250

備考 :※の銀行は銀行法による無資格銀行であるC

出所 :前掲 『創業百年吏 北越銀行』262･ページ｡
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表 34 合併銀行及び被合併銀行 の一覧 (昭和前期)

銀市名 被合併銀行

巻 (1929)､r*和納 (1929).､塩沢J(1930)､村松 (1930')

小千谷 (1930)､*広瀬.(土9~31)､今 町(1932)

六 † 九 脇層 町 (1927)∴六 甲町 (L927)i寺泊.(1929)､高 岡商業 .

.(1929)､*画展 (193i)

今井..(1932)､小出(i933)i十 日町(19号4)1神谷-(1934)､栃

尾 (1934)

華 岡■

*大和川(新立) *岩東 (1932)

r能 二生十 日 軒 *̀根知 (1931)

(新立)大和川 (19,37)

水沢 (1927)

小 . 出_. *雷土(1928)

-巻 *五ケ.(1928)

備考 :*の銀行は表 33で示した無資格銀行である｡

出所･.前掲 『第四銀行百年史』及び 『創業百年史』より筆者作成.

無資格銀行 の整理が一段落 した 1933年以降､新潟県当局は､小規模銀行 を

さらに整理 し､地方的金融疲制 を行 う.とい う方針 を受 け､銀行合 同政策 をJ一層

強化 したO そ して 1933年 1行､'34年 には 4行の合併宜 見るに至 ったOその結

果､前述,した ように､拍40年 まで新潟県に残存す る銀行は､わずか 11行 の~み

となった (表 29参照)0
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政府 が銀行合同奨励 を強化す るに伴い､新潟県の銀行合同は活発化 した｡政

府は銀行条例の改正､貯蓄銀行法68の公布などにより､側面か ら銀行合 同を推

進 した｡さらに､金融恐慌後､銀行法の施行によって無資格銀行が現れ､特に

昭和前期には､それ らの銀行 の整理を中心に銀行合 同が さらに促進 された｡

以上みてきたように､新潟県の銀行合同が本格的に動き出したのは 1920年

以降のことである｡ 1920年以前は､大戦景気による経済発展 の下で､新潟県

においては銀行増資による規模拡大が主流であった｡ しか し､1920年以降､

政府 の銀行合同政策 の強化 に伴い､新潟県の銀行合 同が活発 になっ た｡'1923

年に銀行合同協議会が結成 され､県当局の下で合併が着々 と進んだ｡特 に大蔵

省か ら派遣 された検査官が数回にわた̀ り新潟県に串れ､銀行合 同を奨励 したこ

とは､合併に拍車をかけた｡

さらに銀行法の公布により､新潟県の無資格銀行 ば42Lo行 に及んだoそれ ら

の銀行 の整理は､1933年までに終わった｡吸収合併 されたのは､15行 (表 34

参照)あった｡更に､大蔵省および新潟県当局が積極的に干渉す ることにより.､

34年末､県内銀行の数渡 ∴ 5行のみ となったO銀行合同を経て､銀行 の規模

は拡大 した｡地域の中小銀行の立場に立てば､長い 目で見れば､銀行合 同によ

って経営基盤 を強固や す ることができ､一地域の金融秩序を立て直すことができ

る｡石井寛治のい うよう.に ｢有力銀行｣ が地域で形成 されれば､地域轟済の更

なる発展に金融機関な りの貢献 をす ることが可能になったO･

3 金融関係企業家グループの活動

新潟県は､大地主が群立す る全国一の農業県であったが､第 .1次世界大戦の

好況 により､土業生産額は著 しく伸びた｡ この時期には1石油業め発展､電気

事業の拡大､鉄道の整備 などが見 られる｡ 前節でみてきたよ うに､.1918年時

点では新潟県内会社数 も払込資本金 も大幅に増加 した｡ しか し､その後 1920

68 1922年公布 されたo貯蓄銀行 に兼業禁止や独立性が求め られ､運用面でも地方公

共団体以外の貸出を禁 じ､主 として株式や債券市塊での運廃 を強賢 され る等厳 し

い条件が定められた-0

79



年塀降､戦後反動恐慌､関東大震災､金融恐慌な ど一連の不況､恐慌 により､

県内産業は大き【な打撃 を受けたOこの時期には､新潟県内においてはい くつの

企業家 グループが形成 され､成長 してきた｡彼 らは､県内銀行 と深い関係 を持

ち､銀行合同の行方を大きく左右 していた と思われ る｡ そのため､銀行合同を

分析す るl前に､新潟県各銀行 とこれ ら企業家グループの利益関係 を明 ら.かにす

る必要がある:O 以下､各地域 に分け､企業家グループ69と各地域銀行の関係 を

究明する｡

(1) 新潟市一斎藤 グループ と白勢グループ

斎藤 グループは､新潟銀行､新潟興業貯蓄銀行､新潟硫酸､新潟汽船などを

主要産業 とし､斎藤喜十郎 と実弟の庫四郎､康之助が トップに立っていた｡新

潟市の第二勢力 といえるこのグループは､県内各分野 に進 出 していた｡ 表 35

は斎藤グループのメンバー及び関連 していた企業 をま とめてい る｡

一方､新潟市-のグループ として知 られる白勢 グループは､ 白勢春三 と量作

が中核 を担っていた｡ 白勢春主は､第四銀行 と新潟貯蓄銀行 の頭取であった｡

このグループの特徴は､｢さま ざまなタイプの企業家か ら構成 されてい るこノと

であ.る｣70｡ 白勢 グループの主要メンバー及び関連企業は泰 36であるO

69 企業家グループの分け方は､.松本和明｢両大戦間期における新潟県の産業発展と企
業家グループ(中)一新潟 ･長岡･高田市の場合-｣(長岡大学生涯学習センター生涯学

習センター研究実践報告』第 2号､渦巻 6号､平成 1早年 3月に所収)とr両大戦間期
における新潟県の産業発展と企業グループ(下)-郡部の場合｢｣(長岡大学生涯学習

センター 『埠域研究』2003年第 3号(通巻第 13号)所収)･のグループを使っている｡
本論文では､′一部銀行と関係薄いグループについては､述べないことにする｡

70 帝掲 ｢両大戦間期たおける新潟県の産業発展と企業家グループ(中)一新潟 ･真岡 ･
高田市の場合一十 47ペ∵ジ｡
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表 35 斎藤 グループ

新潟 新潟興 新潟 新潟 新潟 万代
銀行 業貯蓄 貯蓄 信託# 硫酸 酒造

銀行 銀行#

新潟 新潟 新 潟 新潟 新潟 新潟
汽船 港湾 運送好 運翰 合同 土地

倉庫# 運送 建物

1897年 1921年 1895年 1926年 1896年 1925年 1885年 1926年 1907年 1926年 1927年 1924年

斎藤喜十郎

斎藤庫四郎 .

斎藤康之助

田代三吉

佐藤謙之輔

小川種太郎

山口誠太郎束
ヽ

小沢七三郎

小沢国治

長谷川轍

荒川才三

高橋助七

小川善五郎

内藤権兵衛

浅井愛之輪

頭取 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役

専務

専務 監査役 一

監査役 取締役 取締役

取締役

監査役

取締役 取締役 .

監査役 取締役

取締役

監査役

社長

社長

取締役 取締役

監査役 取締役 取締役

取締役

常務

監査役

監査役 社長

取締役

取締役 取締役 取締役 専務

監査役 監査役 代取

監査役 取締役

取締役 監査役 取締役

監査役

取締役

監査役

注 :*は複数グループに属する人物 #.は複数グループに登場する企業を示す

出所 :前掲 r両大戦間期における新潟県の産業発展と企業家グループ(中)新一潟 ･長岡 ･高田市の場合-｣50ペー
ジ､表3-bT部.

この 2大グループの経営については､｢其首脳者の企業的材齢 と其資力 に依 る事

は勿論てあるけれ とも､其材能 と資力 とを銀行業を中心 として働かせた と云ふ点

に亦重大な関係かあるO即銀行業の営業に依て (-)資金を吸収 し其資力 を魔大な

るもの とな し､(二)其資力に依て各方面の事業を間接に制御 し得 るに至 り全般的

に大勢力を有 し得るに至 るのである｡｣ 71

71 ｢新潟県の資本家 と其分野｣(前掲 『日本金融史資料昭和続編 ･付録.第二巻』49

ページ)O
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表 36 日勢 グループ

誤 露 語 盈 撃 芸 謡 琵 認 諾 露 語 盈 警 笛 驚 二- 諾 姦

1873年 1895年 1926年 1907年 1927年 1917年 1877年 1919年 1890年 1920年 1926年 1926年 1919年 1920年 1920年 1920年●1920年 1914年

白勢春三

白勢丑作

鈴木久蔵

藤田簡音

竹山正男

池田正平

宇尾野藤八

五十嵐甚蔵

田巻堅太郎

平田豊次郎

渡辺三左衛門

野沢卯市

会津亦資

奥山亀瀬

畑時雄

片山三男三

鍵啓三作 .

鍵昏陸三

LLl略陳平

幸田塵三郎

小林紋弥

徳本寛三

松木弘

熊倉績松

中野忠太郎*

中野孝次*

久須美東馬*

平畑 β一郎

取締役

専務 社長

取締役 取締役 理事 社長

監査役 取締役 取締役 監査役 理事 監査役

監査役 取締役 監査役

取締役 常務 取締役

専務 監査役

取締役

監査役

取締役 取締役 取締役

取締役 取締役 監査役

取締役 取締役

監査役

支配人 監査役

常務 磯

技師長 取締役

支配人

代取

監査役 理事 取締役

監査役

取顔役 取締役 魚群役

取締役

監査役

取締役'

監査役

社長 社長

監査役 取締役 理事

取締役

取締役

取締役 監査役

取締役 監査役

取締役

取締役

取締役 取締役 専務

取締役 取締役 取締役 監査役

参与 常務 ,

取締役 取締役

監査役

取締役 監査役

相談役 取締役

取締役

社長

監査役 取締役

注 :*は撤 グループに属する人物 井は複数グループに登場する企業を示す t

出所 .･前掲 ｢両大戦間期における新鴇県の産集発展と企菓豪グループ(早)｢新潟 ･長岡 ･高田市の教会｢｣48ページ､表3･1-部

(2) 長岡市一長岡銀行グループ と六十九銀行 グループ

.山口誠'太郎は､中越-の資本家であった｡彼が率いる長岡銀行 ･山 口グルー

プは､長岡銀行 と長岡商業銀行､北越製紙､北越水力電気などか らなっていた｡

詳細は､表 37が示す とお りであるO 山口グループの資本が斉藤 グループの銀

行会社に多 く入っていた｡ さらに､表 38でわかるように､山口本人埠､各銀

行や会社の株 を持ち､｢新潟県財界に於ける-大勢力である｣720

72 前掲 ｢新潟県の資本家 と其分野｣(前掲 『日本金融史資料昭和続編 付録 第二

巻 』40ページ)C
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表 37 長岡 ｡山口グループ

長岡 長岡 長岡 北越 . 北越 北越 新潟 与板屋
銀行 貯蓄 商業 ･製紙# 水力 新報社 新聞社 呉服店

銀行# 銀行# 電気 # #

1892年 1921年 1917年 1907年 1895年 1910年 1920年 1916年

山口誠太郎*

渋谷善作*

山口健造

小川清之輔

田村豊太郎

山田耕治郎

大塚益郎

山口政治

広井二

川上淳一郎

頭取 頭取 監査役 社長

副頭取 取締役 取締役

常務 監査役 取締役 監査役

取締役 ､頭取 取締役 監査役

監査役 .監査役 専務 監査役

常務 取締姦

取締役 取締役

取締役 取締役

取締役 監査役

取締役

副社長･取締役

取締役 監査役

取締役

監査役

荏 :*は複数グループに属する人物 #は複数グループに登場する企業を示す

出所 :前掲 ｢両大戦間期における新潟県の産業発展と企業家グループ(中)‥新
潟 ･長岡 ･高田市の場合-｣59ページ､表4-C-二部

一方､六十九鍔行 グループは､六十九銀行 と長 岡市に隣接す る三島郡 関原村

の蘭原銀行 を中心に､長 岡商業銀行や長 岡貯蓄銀行 と長南商事 か らなってい草O

このグループの構成は､表 39の通 りである｡ 六十九銀行 の大株主は､長部松J

三郎､近藤勘次郎等である｡ ｢個人的色彩濃 く其資力か充実 して居 る為 に完全

なる支配 を要求 し､支店制度 を以て全県下に勢力 を張てい る了 3長 岡銀行 と比

べ､｢六十九銀行は三島､古志､魚沼の諸銀行 に対 し艶子 関係 を結んて其勢 力

を張て居 る｣ 74｡ ､

73 前掲 丁新潟県の琴本家と其分野｣(前掲 『日本金融史資料昭和続編 付録 第二
巻 』41ページ).I

74 前掲 ｢新潟県の資本家と其分野｣(前掲 『日本金融史資料昭和続編 付録 第二

巻 』41ページ)0

83



表 38 山口誠太郎の持ち株詳細 (昭和 1928年末)

･銀行名 ｢.会社名 持株数 I総株数に対する割合 .大株主順位 役名

六十九銀行 1,428 0.65年 12

新潟銀行 3,252 3.48%: 6 政締役

柏崎､銀行 2,550 4.18% 2 取締役

百三十九銀行 . 1,800 3.35% 2

長岡貯蓄銀行. 1,L350 ･6｣や50/a 1 頭取

新潟興嚢貯蓄銀行 . 525 5.215% ･6 取締役-

新潟硫酸会社 ー ･672 3.36% 3

出所 :前掲 『日本金融史資料昭和続編 _付録 第二巻』40ページよ り作成

表 39 六十九銀行 グループ

六十九銀行 .長岡貯蓄銀行#長岡商業銀行# 関原銀行 - 長岡商事 長岡天然瓦斯

･.1甲8年 i921年 1917年 . 189時 .1919年 . 1918年

長部松三郎 頭取 ′ 取締役 .取締役 .取締役

川上佐次郎* ･取締役 常務 唐務 . 監壷役

遠藤清平 監査針 取森役 監餐役

注 :*は複数グループに属する人物 #は複数グループに登場する企業を示す

出所 :前掲 ｢両大戦間期における新潟県の産業発展と企業家グループ(早)一新潟 ･長岡･高田市の場合-｣54ページ､表4-
a一部

f
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(3) 高田市一高 田市グループ

高 田市 グループは､百三十九銀行､中央電気な どが主要産業であった (秦

40参照)｡､その内､資本金 2,200万円の中央電気は､市内企業の資本金総額の

80%を占め､最 も重要な産業である｡ その次は､資本金 268万 5,000円の百三

十九銀行である｡ 百三十九銀行は､上越財界の主勢力であ り､｢其実権 を有す

畠ものは保坂潤治 (大地主)の外山口証太郎､飯塚知信等の中越の勢力てあっ.

て上越 自身に中心勢力 をおくものはす くない｣ 75｡ その理 由としては､立地条

件の不利 と､富山.､長野方面 との密接な経済関係76などが挙げ られ る｡ そのた

め､上越 は ｢新潟県内資本家の勢力範囲外に在 ると云ふ-き｣77であるとされ

た｡

表 40 高 田市グループ

百三十九銀行 中央電.気 ~日本製緬 高田染織 第-製氷甘

･..18i錘 i画 筆 ...1919年 1917年 . .1925年

有択富太郎 取締役 取締役

竹内勝蔵. 副社長. 鼓締琴 専務

畢井久兵衛 取療役. 取締痩

出所 :前掲 ｢両大戦間期における新潟県の産業発展と企業家グ/レ-プ(中)-新潟 ･長
岡 ･高田市の場合-｣59ページ､表5一部

(4) その他銀行 とグループ

松本和明によれば､1928年 には､新潟県内には 33のグ ループが存在 してい

75 前掲 ｢新潟県の資本家 と其分野｣(前掲 『日本金融史資料昭和続編 付録 第二

巻 』39ページ)0

76前掲 ｢新潟県の資本家 と其分野｣(前掲 『日本金融史資料昭和続編 . 付線 第二

巻 』39ページ)0

77前掲 ｢新潟県の資本家 と其分野｣(前掲 『日本金融史資料昭和続編 付録 第二

巻 』39ページ)0
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た｡ これ らグループは､大正期か ら昭和期にかけて活動 し､県内各企業 となん

らかの関係をもち､複雑な関係 となっていたO しかも､｢銀行がグループの中

核的存在であったが､'不況の長期化のなかで､預金の伸び悩みや貸出金の固定

化により業績が低迷 し､第四銀行や六十九銀行な ど-の合併 ･買収を余儀なく

された｣ 78｡

以下では､各銀行 と直接関連 を持っていたグループをみておきたい0

(Ll)中蒲原郡-村松町グループ

表 41が示す●ように､村松町グルナプは､村松銀行､蒲原鉄道､片倉越後製

糸を主要企業 と･していたO グループのメ ンバー全員は､中蒲原郡地元 出身であ

った｡ 特に､蒲原鉄道については､-茂野誠衛が社長 に､白勢グループの白勢春

三が相談役に就任 した｡さらに設立当初のI主要株主には､中野興業､中野忠太

郎な どが入っていた｡ 中野家が資金提供 をしていたことがわかる｡

表 41 村松町グループ

出所 :前掲｢両大戦間期における新潟県の産業発展と企業グループ
(下)一郡部の場合-190ページ､表1-b一部 ･

78 前掲｢両大戦間瓢における新潟県の産業発展と企業グル.-プ(下)一郡部の場合-｣
101ページ｡
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(2)西蒲原郡一今井グループ

今井グループの中心企業は､今井銀行､西吉'EB銀行であった (表 42参照)O

今井銀行は､今井家の ｢会計部｣としての機能を持 ち､取引関係 は.､第四銀行､

六十九銀行､新潟貯蓄銀行､三条銀行な どに及んでい美 . 1932年六十九銀行

-合併 した｡

一方､酉吉田銀行は､吉田貯蓄銀行が改組 したものであ り､銀行法 により存

続が困華 とな り､1929年第四銀行に合併 した｡

表 42 今井グループ

帝吉田銀行 今井銀行

1898年 192や年

今井忠作 - 頭取 政帝役

今井量太郎. 取締役 監李役

今井精一郎 堅査役 ∴監査役

出所 :前掲 ｢両大戦間期における新潟県の産業発展 と企業グループ (下)

-郡､部の場合-｣91ページ､表 2-部

(3)南蒲原郡一三条町グループ､今町グループ

三条は､金物の産地 として知 られている｡三条グループは､金物産業､三条

銀行が主要企業であづた (衰 43参照)O-方､今吋グループは､今町銀行が主■

要な企業である(表 44参照)｡オーノうー ローン状態の今井銀行 は､政府 の合 同

指導に従って､1932年､第四銀行に合併 した｡
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表 43 三条町グ/レ｣プ

三条銀行 _三条金物 三条度器 三条物産

1881年 .1927.年 1923年 .1898年

広川畢八 頭取 一 散締役

岩崎又造 痕締.役 ∵取締役

内山勇膏 取締役 監査役 .

加藤耳次郎 監査役 取締役

出所 ;前掲｢両大戦間期における新潟県の産業発展と企業グループ

(下)-郡部の場合-｣92ページ､表 3-a-部

表 44 今町グループ

･~今町銀行. 日本刀酒造

1甲6年 .1926年

種 田■次郎 -. 専 準 ∴監査役

･小林善作 監査役 専務..

出所》:前掲｢両大戦間期における新潟県の産業発展と企

業グループ(下)一郡部の場合-｣92ページ､表 白一･C一部

(4)古志郡一栃尾町グループ

栃尾町グループの主要産業は栃尾銀行､栃尾鉄道であった (表 45参照)｡栃

尾銀行 も､預金が伸び悩むL方､貸 出が増加 し､経営不振が続いていた.
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表 45 栃尾町グループ

栃 尾 銀 行 ■栃 尾 鉄 道

1883年 19-13年 ..

今 成 宗.七 郎酒 井 享 兵 衛 敬.締 役 取 締 役取 締 .役 監 査 役

発 展 と企 業 グル ー プ (下 )- 郡 部 の 場 合 - ｣93

ペ ー ジ ､ 表 4-a一 部

(5)北魚沼郡一小 千谷町グループ及び広瀬銀行グループ

小千谷町グループの中心時､西脇家である(表 46参照)｡西脇家は､西脇商J

店を通 じ､東京な どと織物商売をしていた｡ 西脇商店は十 日町 と東京に支噂を

設けていたo商売q)資金の提供は､小千谷銀行が担っていた と考 えられ るO 小

千谷銀行 は､十 日町支店を中心に貸出をしていたO その.金額は､貸出金全体の

40%以上を占めていた｡1930年堀之内銀行 と合併す ることを図ったものの､窮

地か ら立ち直れず､結局第四銀行に合併 したO'

表 46 小千谷銀行 グループ

小千谷 小出 堀之内 銀山 西脇 小千谷
銀行 銀行 銀行 拓殖 商店 l真田

1881年 1883年 1881年 1911年 1920年 1924年

小千 谷 中野 上 佐渡 小平尾
合 同 醸造 ･運輸 製糸 水力

運 送 倉庫 電気.#
1926年.1922年 1922年 1926年 1923年 1905年

西脇済三郎*

西脇修三郎.

西脇新次郎

関失孫一

森山汎愛

桜井庄平

目黒文平*

小 田島安兵衛

井 口勝三郎

萩野保育

田中市兵衛

丸山愛蔵

目崎貞一郎

山本音

取締役

専務

会長 取締役 取締役

頭取 取締役

監査役 取締役 監査役

専務 取締役

取締役取締役 取締役

監査役 監査役 監査役監査役

取締役 取締役

専潜 監査役

取締役取締役取締役

社長

取締役

監査役 監査役

出所 :前掲 ｢帝大戦間期における新潟県の産業発展 と企業グループ(下)-郡部の場合-｣94ページ､表5-a一部
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表 47 広瀬銀行 グループ

1882年 1913年

五十嵐与四.左衛門 監査徴 取癌役

佐藤功評 取締役 .監李役

星野 軍.袷 取癖役 取締琴

出所 :前掲 ｢両大戦間期における新潟県の産業発展 と企業 グループ (下)

-郡部 の場合-｣94ページ､表･5-b一部

-方､広瀬銀行 (表 47参照)は､中核の′目黒家の衰退 により､経営困難 に陥

り､1931年､.第四銀行-合併 した｡,

(6)南魚沼郡一塩沢Pi･グループ

,一･､ 塩沢銀行は ､塩沢町グループの主要企廉 であった (表 48参照)O塩沢銀行の

主要取引先は､地域蚕糸業や織物業であったため､恐慌 による産業の不振が銀

･行に大 きな打撃を与 え､結局､第四銀行 と合併 した｡

表 48 塩沢銀行 グループ

I 塩沢銀行 上 田水力電気

199.9.華 . 1919.年..

青木大吉 取締役 監琴役

出所 :前掲 ｢両大戦間期における新潟県の産業発展 と企業グループ (下)一郡部 の

場合-｣95ページ､表 6-a一部 L
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(7)中魚沼郡一十 日町グループ

中魚沼郡の中心地は十 日町である｡ 十 日町グループの事業の中心は､十 日町

銀行 と電力事業であった (表 49参照)｡十 日町銀行 は､不況下で､貸 出金の増

加が 目立っていた｡ 1927年払込資本金および預金のおよそ半分の 613万円の

借入金があ り､結局 1934年に､深い資金関係を持 っていた六十九銀行に合併

した｡

表 49･･十 日町グループ

十 日町銀行 魚沼水力電気 志久見川電力# 川治醤油

1899年 】911年 1926年 1924年

内山之成

大久保清松

井 口吾蔵

岡田正平

島田金一郎

関口祥次

田口米蔵

俵山虎忠

根津万苦

福崎貫一郎

宮内常太郎

頭取 ･

社長

取締役

痕締役

取締役

取締役

取締役

監査役

監査役 . 監査役

取締役

監査役

取締役

取締役 監査役

監査役

監査役

取森役

出所 :前掲｢両大戦間期における新潟県の産業発展と企業グループ(下)一郡部の場合丁-｣95ページ､表7-部

(8)刈羽郡一柏崎町グループ

衰 50でわかるように､･柏崎銀行の頭取に就任 していた飯塚知信は､百三十

九銀行の取締役でもあった｡さらに､二宮伝右衛門は､新潟貯蓄銀行 と新潟信

託の取締役も兼任 していた｡経営不振に陥った柏崎銀行は､二宮が不良貸 し付

けの回収 をすすめた結果､業績が回復 した｡その後､銀行合 同が進み､1943

年第四銀行に合併 した｡･
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表 50 柏崎町グループ

柏崎銀行 北 日本製菓 柏崎瓦斯1882年 1924年 1926年 備考

飯塚知信 東取 取締役 百三十九銀行(琴)

二宮伝右衛門. 専務 ′取締役 社長 : 新潟貯蓄銀行(敬)､新海信託(敬)

根立松之助 常務 取締役 監査役

注 :I(敬)は取締役である｡

出所 :前掲｢両大戦間期における新潟県の産業発展と企業グループ(下)一郡部の場合-｣96ペー
ジ､表8

(9)東頚城郡一安塚 グループ と松代 ･松之山グループ

表 51 安塚グループ

安塚銀行 保倉川電気 頚城電気 松之山水力 志久見川 亀屋酒造 頚城鉄道#
電気# 電力#

1896年 1920年 工920年 1918年 1926年 .1922年 1923年

塩崎-治

飯田茂勝

小熊正尚

月館汚正健

前田半太郎

久保田倉作

西条要

村山寅雄

永井清⊥郎

武田徳三郎

本山喜久治

専務

社長

取締役 取締役

取締役 監査役

取締役

監査役.

監査役

監査役

常務

監査役 取締役

監査役

社長

監査役

社長

取締役

専務 監査役

取締役取締役

取締役取締役

監査役

出所: 前 掲 両大 戦間 期 に お け

場合--｣97ページ､表9-a一部
業 発 展 と 企 業 グ ル ー プ (中 ) 十 新 潟 ･長 岡 ･高田市の

安塚 グループのメインバ ンクは安塚銀行であった (表 51参照)｡創業者であ

る塩 崎 貞佐 久か農地 を担保 にす る-農業資金 の貸 出を中心 に行 っていた｡彼 の長
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男一拍 もその方針を継承 したO 銀行の業績は､順調に推移 していたO

-方､松代.･松之山グル-プの主要事業は､表 52が示 し-Tいるように､松

之山酒造､松之山水力電気､松代銀行などであった｡その うち､松.代銀行の主

要営業エ リアは､松代､松之山村であり､山間部のため､預金 ､ 貸出金 とも伸

び悩んでいた｡ その結果､1934年安塚銀行-合併 した｡

表 52 松代 ･松之山グループ

松代銀行 松代電気 鵠 諾 松之山酒造松代酒造 和泉舎酒造 三笠屋酒造 一川酒造

1897年 1921年 1918年 1925年 1925年 1925年 1.925年 1922年

田辺正胤

富沢昌次

関矢廉蔵

関矢利義

佐藤棒二郎

高沢鴬

田辺実三

市川留吉

小野塚栄五郎

鈴木和平

滝沢政平

柳作次

柳芳太郎

和久井与平

阿部隆給

頭取

専務

取締役 代取

監査役

取締役

取締役

取締役

監査役

取締役 取締役

取締役

取締役

取締役

取締役 取締役

取締役 監査役

取締役 取締役

取締役

代取

取締役

取締役 取締役

･監査役

社長

取締役

監査役

取締役

監査役

取締役

出所 :前掲 ｢両大戦間期における新潟県の産業発展と企業家グループ(早)一新潟 ･長岡 ･高田市の場合-｣97ページ､表9
-b一部

(10)西頚城郡一西頚城郡グループ

このグループには､3つの銀行 と 2つの運送業社があった (表 53参照)｡能

生銀行は､北陸線の建設工事の発注先に主に融資を行っ七いた.1926年公益

銀行を合併 し､経営基準 をさらに固めたO -方､越後銀行は､糸魚川町に本店

を持ち､頭取岩崎徳五郎の意向で･､1931年百三+九蘭 行に合併 した｡
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表 53 西頚城 グループ

能生銀行 越後銀行 大和川銀行 .丸能運送 J能生合同運送

､1926年 1883年 1897亘 19i3年 1927年

岩崎徳五郎 . 頭痕 由緒役 .

小笠原毒久男 痕森痩 取締役 i

加藤為八郎 監査役. .~取締役 取締役

出所 :前掲r両大戦間期における新潟県の産業発展と企業グ/レ-プ(下)-郡部の場合-｣100ページ､
表11の一部

(ll)岩船官β-村上町グループ

表 54 村上町グループ

村上銀行■ 村上水電 . ～

･.186.9年 19.19年

佐藤泰造 ･取締役 華 畢

吉田膏 右衛門 鼓締役 -取締役

･出所 :前掲 ｢両大戦間期 における新潟県の産業発展 と傘菓 グ/レ.-プ (下)-T郡部 の場合- ｣

100ページ､表 12の一部

村上町グループの主要産業は､村上銀行 と村上水電であった (表 54参照)0

村上銀行は､1923年､岩船銀行､1924年村上産業銀行を合併 し､堅実経営を

貫いていた｡

･以上､見てき′たよ うに､新潟県の企業家活動には､銀行の資金提供が欠かせ

ない033グループの半分は中心銀行をもっていた｡ しかも､各銀行間の取引

関係 も複雑であ り､役員 もグループを超え七いたO このような複雑の関係は､
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銀行合 同の過程 においては大きく作用 した｡ すなわち､合併先の銀行 を選ぶに

は､役 笹立っていたこ､とであろ うO 銀行 は合併先 を選ぶ際に､先に自行 と親 し

い関係 を持つ銀行 を選ぶはずである｡自行の役員は､他の銀行の役員 を務 める

ことで､普段それ らの銀行 と何 らかの関係 を持 っていた｡ そのため､合併先 を

選ぶ際に､それ らの銀行を合併先 に選択す る銀行が少な くない79｡

79 本節は､前掲 ｢両大戦間期における新潟県の産業発展と企業家グル-プ(下)｣に多

くを負っている｡
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第四章 第四銀行 を中心 とす る銀行合同

第三章での全国の普通銀行 の状況及び新潟県の全体状況の分析 を踏まえた

上で､本章か らは､第四銀行､六十九銀行､長岡銀行等 1940年に残っていた

8行の銀行 を中心 とす る鐸行合 同を分析す.る. 本章では､まず銀行合 同数が最

1 第四銀行の沿革

1872年 11月 ｢国立銀行条例｣が公布 されると､新潟県令楠本正隆は県内?

富豪に国立銀行の設立を積極的に働きかけたOその結果､早 く.も 1873年 12

月に第 四国立銀行が設立 された｡ その後､前述 したように､1876年 の ｢国立

銀行粂例｣改正 と･ともに､新たに､長岡第六十九､村上第七十一､新発 田第百

十六､高 田第百三十九の 4つの国立銀行が廟 生 した く表 21参照)｡1896年 に｢営

業期満 国立銀行処分牲｣が･制定 されて､国立銀行制度は事実上廃止 され､国立

銀行.は､普通銀行に転換 された｡新潟県の 5国立銀行 も､それぞれ普通銀行-

転換 した(表 22参照)0第四国立銀行は､｢新潟銀行｣ と改称 して～再発足 したO

当時の役IB構成は､,以下のよ うであ争 o

｢専務 白勢春三

取締役 八木朋直 鈴̀木長八 鍵冨三作 横山太平 浜政弘 西脇寛蔵

監査役 牧 口義方 斎藤庫音 清水芳蔵｣80

当初の12年間預貸金はあま'り増減 しなかったが､1899年に入ってか ら預金

の変動が廠 しくな り､96年 89万円であった預金残高は､99年 6月未 には 173

万円とな り､同年末法闇 122万円に減少 した.ざらに翌年 6月未には 210一万円

に急増､同年末 135万円に減少す るな ど､激 しい増減を見せたDこれ に対 して､

貸出金残高は､96年末の 142万円が 1900年末には 281万円に増加 した (図 5

参照)0

80 前掲 『第四銀行百年史』177ページ｡
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図 5 新潟銀行 (第四銀行)前半期の預金推移
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出所 :前掲 『第四銀行百年史』181ページ､図 2-1.

このような変動 をもた らした要因は､189.6-1897年の 2年続いた風水害に

よる大凶作であった｡,しかし､98年は豊作のため､県内の金融が緩和す るな

ど､為替方預金の変動によって預金の増減が繰 り返す状況が見 られた｡

一方､第四国立銀行の後身である新潟銀行の貸 出金は､1896年末の 91万円

か ら 1900年 6月末には 148万円に急増 した｡∴その主たる原因は企業新設 にあ

った｡1896年頃か ら新潟市には紡績会社や電燈会社な どが多 く新設'され､ こ

れに応 じて､新潟銀行は積極 的な貸出政策を取ったものと考えられる0

その後､景気の回復に伴L-,て､新潟本店だけで はな く､東京支店にも資金需

要が強まった｡図 5か らも分かるように､貸出金は 1896年か ら98年まで次第

に増加 した｡ しか し､1900年末頃恐慌が発生 し､東京で手形代理交換 をして

いた東京明治銀行は支払い停止 とな り､新潟銀行に大きな影響 を及ぼ し､結局

約 15万円の債権を償却処分 しなければな らなくなったO-方､新潟銀行は新
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潟市の問屋 と積極的に取引を展開し､貸出残高は､1900年の 149万円か ら 1905

年の 230万円に増大 し､その後 もほぼ増加傾向にあった｡

1917年 に､新潟銀行は再び商号を ｢第四銀行｣ と変えた｡ 同時に､資本金

を 320万円か ら500万円に増加 し､さらに 19年 6月には倍額増資を行い､資

本金は 1000万円とな り､新潟県内で最大規模 の銀行 となった｡ さらに､政府●

の銀行合同政策を受け､第四銀行は積極的に中小銀行 を合併 し､資力は順調 に

拡大 し､新潟県金融界の頂点に上 り詰めた｡

2 大規模取付 と銀行合同

第一次大戦は新潟県の産業 に好況をもた らしたO ｢大戦景気 の影響で∴新潟

にも株式ブームが波及 した｡.特に､東京 と新潟県内各地の株式売買の中継的な
～_ノ

役割を果た していた長岡では､活発な株式の取引が行われた｣ 810 しか し､1920

年に入 ると､情況は一転 して､株革梓暴落t∴それを契機 に反動恐慌が訪れたO

当時の新聞には｢期米の大暴落 !株の暴落 !の晋は今や新潟米穀株式取引所

を中心 として盛んに伝- られ取引所の如きは内外 ともに大混乱の状を呈 し｣82

たと報 じられている｡

1920年に,発生 した反動恐慌は､新潟県の産業に大きな打撃 を与えた｡ 各産

業 と密接な関係を持つ県内銀行の多 くも大きな影響を受け､経営危機 に陥 り†

県内各地に銀行の取付が発生 した｡新潟銀行83頭取斎藤喜十郎が株式相場で襲

敗 した との娘拠のない噂か ら､第四銀行84の亀 田代理店で取付騒 ぎが起 きた｡

この取付はT第四琴行の系列銀行である新潟貯蓄銀■行 kも及んだ. ｢五月四 日

新潟貯蓄銀行危シ トノ噂ア リテ本町支店羊預金 ノ払出稽多カ リシガ垂五 日勢

漸次濃厚 トナ リタ リ｡･･･預金取付者本支店出張所二向カシテ殺到セ リO - (翌

六 日)東京支店ヨリ八拾万円ヲ取寄せ之二 日本銀行支店 ヨリ借入 レタル六拾万

8チ 前掲 『日本地方金融史』147ページ｡
82 ｢農 落 T.顛米 !株一強気全 く将碁倒 し｣『新潟新聞』朝刊 3面､1920ヰ 3月 16日0

83 1918年､新潟商業銀行 時新潟銀行 と改称 していた.

84 第四国立銀行は､1896年普通銀行に転換 されて､新潟銀行 と商号憂変 えた｡そ の
後､1918年新潟銀行か ら再び第四銀行に商号を変 えた｡
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円 上更二東京支店 ヨリ返送シ来 リタル五拾万円合計約弐百万円ノ紙幣 ヲ｣.85準

備 し､支払いに応 じて､事態はよ うや く収まった｡

一方､長 岡では､六十九銀行 も取付 に遭い､預金量は三分の一 も減少 したo

反動恐慌 において､県内産業で打撃が最 も著 しかったのは､織物業であった｡

そのため､六 日町､小千谷など機業地の銀行は経営が悪化 し､結局大銀行 に吸

収合併 され ることになったO 後述する六 日町銀行､小千苓銀行等はこの例であ

る｡

昭和期に入 ると､1927車 に金融恐慌が起き､金融業は大きな打撃 を受 けた｡

新潟県では取付 こそなかった ものの､県内産業が打撃 を受けた影響で､経営が

悪化 した銀行 は少な くなかった｡その後､193ー0年 の昭和恐慌 の際 も､取付は

ほとん ど起き なかったが､新潟県最大の生産物である米の価格が暴落 したため､

預金､貸出 ともかな りの減少が見 られた｡

両大戦間期 には､相次 ぐ恐慌 により､経営が悪化す る弱小銀行が多 くあ り､

政府の銀行合 同促進政策のもとで､全国各地で大規模 な銀行合 同が行 われた｡

新準県で も､1920年の反動恐慌以降､銀行合同が本格化 LT:O表 55の よ うに､

1920年か ら 1923年の間に､新潟県内での銀行合同数は 13行 に上ったo さら

に 1924年の銀行合 同数は大正期では最 も多 く､∵7行 に上った｡

新海県では､銀行は､明治末に普通銀行に転換す るとともに､急速 な発展 を
∫

遂げた｡大正期には銀行数は次第 に安定 した｡ しか し､1920年の反動恐慌以

降､銀行合 同が本格化 し､新潟廉の銀行 は減少傾 向に入った｡そ して昭和期 に

入●り､政府主導のもとで県内小銀行が第四銀行 をは じめとす る五大銀行 に合併

されていった｡その結果､第二次世界大戦開戦時期 には､第四銀行 と長 岡六十

九銀行の 2行のみ となった｡

85 ｢明治四拾年十月以降 諸覚綴｣第四銀行所蔵｡
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表 55 1914年-1926年新潟県銀行の移動

年 新設 廃業､解散､破塵 &合併 年末銀行数普通銀行 貯蓄銀行 その他 ~計

1925 1 1 1 61_

注 : 1 カ ッコ内は県外移動分

2 年末銀行数には､普通銀行のほか､貯蓄銀行､信託会社(兼業を除く)､.特殊銀行を含む｡

出所 :前掲 『第四銀行百年史』271ページ､表 3-190

表 56が示す ように､大正期の新潟県銀行数は全部で 99行86であったO この

99行には､資本金が 5.0万円以下?ものが 75行あ り一､全体の 7割以上を占め

･ていた ｡ このうち､資本金 10万円未満の銀行は 21行で､全体の 2割以上を占

めていた｡ 資本金 100万円以上の銀行は 8.行 しかな くこれ ら銀行の うちで､第

二次世界大戦まで存続 したのは､第四銀行 と長岡六十九銀行8+7の 2行のみであ

った｡倒産解散 した銀行 12行､県外-移転 した銀行 8行を除けば､ほとん ど

86 この数は大正期において新潟県普通銀行め合計である｡ただ し､特殊銀行､信託

会社 を含まない｡

87 1942年 12月長岡銀行 と六十九銀行が新立合併され､長岡六十九銀行が誕生 した｡

その後 1948年 10月 1日に北越銀行 と商号を変えたO
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の銀行 は､なん らかの形で合併 され､最後は第四銀行又は長岡六十九銀行 に合

併された｡ その うち､第四銀行に直接 に合併 された銀行は 28行､間接 に合併

された､銀行は 28行であり､半数以上の銀行が第四銀行に吸収 されたO-方､

長岡六十九銀行に吸収 された銀行は､新潟県銀行数の約 15%を 占めてい る｡

表 56 大正期新潟県銀行一覧表 単位 万円

鍵三銀行 新潟市 .1897 30 1920 第四銀行

.新潟県農工鹿行 新潟市 .1899 ･100 :1922 日本勧業琴行..

新潟 農工銀帝 新潟市 1899 100 1929 営業免許 を琴消され､解散

新潟貯蔵銀行(1922年新潟農商銀行 に改組) 新潟市 1897 ･70 1929 解散

新潟帝某銀行(1918年新潟琴行 と改称) 新潟申 ･1897 200 1943 第四銀行

新車興業貯蓄銀行(1921年貯蓄銀行法により､新潟銀行が新設) .新潟 市 1921. 50 1944. 贋 四嘩毎

六十九銀行 ･.車 岡 .1898 ･420､. 1942. 長 岡六十九銀行

-高 田貯蓄銀行 .(1921年上越高 田銀行 と改称) 高 由 1899 10 ･-1926 安塚銀行

成資銀行 . 高 甲- 1881 3台. 1920 長藤六十三銀行
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高 田商業銀行 高畢 1897 J50 1923 百三十九銀行

中条共串銀行､ 北蒲原郡 1897 10 1912 第 四銀行

新発 田銀行 北蒲原郡 1898 100 1921 第四銀行 ､

葛塚貯草銀行(1922年葛塚銀行 と改組) ･_北蒲原郡 . 1901. 5 1927 新海銀行

五泉銀行 中蒲原郡 1897 10 1616 解散

小須戸貯蓄銀行 中蒲原郡L 1900 10 1921 第 四銀行

白根銀行 中蒲原郡 1882 30 1936 第 四銀行

和納銀行 / 〕西蒲原郡 1893 10 1929 第四銀行

今井銀行 南蒲原如 19.16 50 1932 ･六十九銀行

巻銀行 酉藤原革 1880 25 1929 第四銀行 ..

燕銀行 西蒲原郡 1897. 32 1922.･第四銀行

(義)石 田※. 南蒲原郡 1899 5 1914 解散

三条貯金琴行 帝蒲原郡 ..1896. 7 11924 三条銀行
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三森銀行 南蒲原.那 1881 60 1929 新潟銀行

･加茂銀行 南蒲原郡 1897 .50 1929 第 四銀行

加茂実業銀行 南蒲原郡 1907 50 1925 加茂銀行

見附銀行. 南蒲原郡. 189i 40 1922 長 岡銀行 .

北越銀行 三島郡 . .1896 8 1925 解散 .

三島農商銀行(1920年脇野町銀行 と改称). 三島郡' 1895 10 1927.. 六十九銀行

神谷銀行 三.島郡. 1916 5.0 1934 六十九銀行 .

.関原銀行 . 三島郡 1899 10 1931. 六.十九銀行

中越貯金銀行 .古志郡 ~ 1900 15 1913 解蔽

広瀬銀行 . 北魚沼郡 1882 10 lgp31 -第四銀行

塩沢銀行 南魚由郡 ,1899 / 20 1930 .第四銀行

秋成銀行(1-927年以降無資格銀行).倉候銀行 中魚沼郡中魚沼郡 19131887 3.2 1928.･.1931 営業期満解散:合併相手銀行
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水沢銀行 中魚沼郡 1881 10 1927 十 日町銀行 .

十̀ 日町銀行 中魚沼郡 1899 40 1934 六十九銀行

柏崎銀香 . 刈羽郡 ･1882 120 1943.-第 四銀行

岡野町銀行 刈羽郡 1°900 10 1922 柏崎銀行

石地飯行 刈.羽郡 1900- 3 1927 柏崎銀行

椎谷鍵行 .刈羽郡 1899- 10 19′31 柏崎銀行

宮川銀行 刈羽郡 1896 30 1924 長野実業銀行

安塚銀行 東頚 城郡 1897 30 1943 第 四鍵行

･柿崎銀行 中頭城郡 1884 10 1930 百三十九銀行

積善銀行(1913年高倍痕行 と改称) 中額城郡 1900 5 1913. 岡山県-移転

上越銀行 ･中頚城郡 1897 30 1920 長野六十三 銀行

能生鍵行 中頚城郡 1897 10 1943 第四銀行

公益銀行 ′ 中質猿郡..1､885 5 1926 能生銀行

＼早川銀行 中頚城郡 ｣1982 5.. 19?7 富山黒部鍵行

･岩東銀行 中頚城郡 1899 5 ･1932 .大和川銀行 `
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根知銀行 中頚城郡 1903 2.5 1931 能生銀行

佐藤銀行(事918年港屋銀行 と改称) 岩船郡 1887 .2 1918. 長野県-移転

村上銀行(七十二 国立銀行) 岩船郡 189白 50 1938 第 四銀行

岩船銀行 岩船郎 1885 10 ■1923 村上銀行

村 上産業銀行(村上貯蓄銀行の前身) 岩船郡 18.97 115. 1924 村上銀行

※特異な興行名だが､『第四銀行百年史』142頁､新潟県内銀行設立情況一覧表に記載されている｡

出所 :･前掲 『新潟県統計書』大正 7年T 13年､前掲 『第四銀行昔年史』､前摘 『創業百年史』､

『合併銀行小史』 (第四銀行所蔵資料)により､筆者加工

以上､見てきたように､新潟県の銀行合同は､第四銀行 と六十九銀行 を中心

に進 め られたo政府は銀行合同に対 して､一県一行 とい う方針 を取っていたが､

新潟県の場合には､そのようには進展せず､一県.二行 とい う結果になっ七 . そ

の理由を考療す るには､個別の銀行を調べる必要があるO表 55で明 らかなよ

うに､合併 した銀行の数が最も多いのは第四銀行である｡ 次項では､第 四銀行

の例を中心に個別銀行の視点か ら､新潟県の銀行合 同を考察す る｡

3 第四銀行を中心 とする銀行合同

(1) 銀行合同と規模拡大
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表 56で見たように､1920年から第二次世界大戦にかけて､第四銀,行は新潟

県の半数以上の銀行を合併 した｡ これによって ∴ 営業範囲は拡大 し､資本の増

加が行われたため､第四銀行は次第に新潟県随一の大銀行-成 長 していった｡

これは政府の地方銀行の合同を推進す る政策に乗っ取ったものであった｡

政府 の地方銀行合同政策の 目的は､中小銀行 を合併することによって､｢地

方ノ銀行 ノ無用ノ競争 ヲ避ケテ､サ ウシテ金利 ヲ低下セシメテ｣88､地域産業

を支 え堅実な地方銀行を育成することにあったOこれの点について､.1916年 9

月設置 された金融制度調査会の会議では次のように述べ られている｡

｢本邦普通銀行 ノ数ハ多キニ失スル ヲ以テ合 同ハ今後二於イチモ之 ヲ促進

セシムル コ トゝシ､尚地方傘融 ノ実情二鑑 ミ､ナルべ ク地方的合同ヲ奨励スル

コ ト｡ -多数並立二因ル不当ノ競争行ハ レ､其 ノ弊害少カラザル ノミナラズ､

其ノ基礎必女シモ肇固ナラザルヲ以テ､従来ノ奨励方針二基キー層合同ヲ促進

セシムル ヲ可ナ リト認ム｣89｡

一方､営業範囲から見ると､明治未年まで本店 と東京支店を除いて､第四銀

行は､新発 田支店､新津出廃 所､巻出轟所､水原出張所の 4つの店舗 を持って

いるに過 ぎなかった｡いずれ も蒲原地方に限定 されていた｡ しか し､1938年
l

には､第四銀行の店舗は 30カ店も増加 し､36店餅 となったo 支店網は､魚沼､

岩船､佐渡地方をはじめ､六十九銀行の本拠地である長岡市に近い三条市､与

板地方 にまで拡大 されていたO この うちで､合併 した銀行 による支店は 8割以

上を占めている(表 57参照)0

88 日本銀行調肇局 『日本金融史資料 昭和編 第十三春』大蔵省印刷局､196'9年､
298ページ0

89 高橋亀吉 『日本金融論』東洋経済新報社､1931年､109ページ｡
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表 57 第四銀行支店網一覧 (1938年)

､年 月 日 場 所 ･店舗名

1912年 12月 15日. 北蒲原郡 中条 出張所 開設 (中条共立銀行合併 に よる)

1915年.6月 1日 福島県若松市 若ね支店 開設

1917年 7,月 20日 西蒲原郡 巻 出張所 ､支 店 に昇格

1917年,7月 20日 中藤原郡 新津 出張所 ､支店.に昇格

1917年 7月 20日 北蒲原郡 ･中条 出張所､支店 に昇.格

1920年 2月 10B - 新海市. 野畢支碍 開設 (溜 垂鍵行合併 に よ.る)

1920年 2月 10日 中庸 原郡 亀 田支店 開設 (沼垂銀行合併 に よ卑)

1920年 2月.10日 北蒲慮郡.. 葛塚支店 開設 (由垂銀行合併 に よる)

1..920年 11､月 _29日 _新潟市 古町支店開設 (鍵 三銀行合併 に よ.る)

･1921年 .11月 1日'●_ 岩船郡 一 村上支店開設.(新東 田銀行合併 転よる)

1921年 11月 1_日 中蒲原郡 小須 戸支店蘭設 (小須戸貯蓄銀行合併 に よる)

192皇年 6月′11日 北蒲原 郡 水原 出張所 ､.支店 に昇格

1922年 6月 12日 西蒲原郡 燕支店開設 (燕銀甲 合併 に よる)

1924年 9月 1日 ･三 島郡 出雲崎支店 閉殻 (与板銀行合併 による)

1924年 9月 1日 鹿渡郡 相川支店廃酸 (相川銀行合併 に よる).

1924年 9月 1日. 佐準郡 両津支店開設 (相川銀行合併 に よる)

1928年 8.月 27日 新潟市 本町支店開酸(昭和銀行新掲支店営業譲受によ声).

1929年 2月.25日 宵蒲原郡 青 田支店開設 (西吉 田銀行合併 による)

1929年 9月 1.日 南蒲原郡 加茂支店開設 -(加茂銀行合併 に よる).

.19■29年.10月 1.日 東蒲原郡 J 津川貫店 開設

1申9年 Jio.力 1日, 酉準原廓 三 ノ町支店 間琴 (巻銀行合 併 に よる)

1929年 ′10月 31日 甲蒲原郡 巻支店廃 止 (1929年-11月与 日巻三 ノ町支店 を巻支店
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1930年 4月 1日

1930年 4月 1日

1930年 6月 15日

1930年 8月 3.日

193.0年 8月 3日

1930年 8月 3日

1930年 8月 3日

1931年 ･8月 31日

1931年 8月 31日

1931年"8月 31日

1931年 9月 1日

1932年 9月 4日

1936年 9月 ナ日

1958年 8月 7日

1938年 9月 7'目 .

南魚沼郡

南魚 沼郡

中蒲原 郡

北魚沼郡

北魚 沼郡

北魚沼郡

中魚 沼郡

北魚沼郡

新潟市

南蒲原郡

北魚 沼郡

南蒲原郡

中蒲原郡

岩船郡

岩船郡

と改称)

塩沢支店 開設 (塩 沢銀行合併 に よる)

湯沢支店開設 (湯 沢銀行合併 に よる)

村松支店開設 (村松銀行合併 に よる)

小千谷支店 開設 (小千谷銀行合併 に よる)

東小千谷支店 開設 (小千谷銀行 合併 に よる)

堀之 内支店 開設 (小千谷銀行合併 に よる)

十 日町支店 開設 (小千谷銀行合併に よる)

東小千谷支店廃止

本町支店開始

上条 出張所廃止

須原支店開設 (串瀬銀行合併 に よる)

今町支店開設 (今 町銀行合併 に よる)

白根支店 開設 (白根銀行合併 に よる)

岩船支店開設 (村 上銀行合併 に よる)

上片町出張所 (村 上銀行 合併 に よる)

出所 :前掲 『第四銀行百年史』203､291ページ

他方､資本金を見ると､表 58で示すように､19.17年 と 1919年の 2度にわ

たる単独増資により､第四銀行の資本金は 1000万円(払い込み .625万円)とな

った｡その後､銀行合 同とともに 15回増資 され､1937年 には第四銀行の資本

金は､約 1606万円(払い込み 1365万円)に上った ｡ さらに､諸積立金 も 1916

年末の 75万円か ら 1935年末には 800万円と著 しく増加 し､その額は､資本金

の半分に達 した｡また､1920年以降､第四銀行は､頭金 も貸 出金 も順調に伸

び､1938年以降預金は貸 出金を大幅に超えた (図 6参照)0 .
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表 58 第四銀行資本金表 単位 万円

年準 公称資本金 払込資本金

1873 20 -.20

1887 50 ･50

1919 1000 719

1935---演 1̀606 1356

※1919年以降､合併 とともに 15回の増資が行 われた｡

出所 : 前掲 『第四銀行百年史卦315ページよ り筆者作成｡

図 6 第四銀行の預金及び貸出金の推移 (1920年- 1940年)

車内

140.000120,000･100,00080,00060.000 ∫

ノ

A p.

ー亮 ♂ 袖

40.000.20.000･,0♂ 一･ 一･･. ●一■ l→ 一一預 金-払- 貸 出 金

出所 :前線 『第 四銀行百年史』316-317ページ､379-381ページより､筆者作成

以上のよう'に､銀行合同によって､第四銀行の規模は拡大 していた｡政府主

導による銀行合同を利用 して､第四銀行の資本力は著 しく増加 し､有力な地方

大銀行- と発展 した｡

一方､第四銀行は自身の力を拡大するために､被合併銀行の旧役員 を第 四銀I

行の役員 とした例 も多い｡1940年 まで に､21行の合併を成 し遂げた第四銀行
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は､旧銀行で実力者 として活躍 した人々を第四銀行､白勢 グループに取 り入れ

た (表 59参照)Oこのように､第四銀行及び 白勢グループは､合併をとよって､

県内の実力者 を自行に取 り込むことによって､大きく成長 した｡例えば､中野

倍音早ま､中野グループの中心的存在であるO中野グループは､石油業をはじめ､

県内各産業に広い関係を持ち､新潟 においてはこ白勢グループ､斉藤 グループ

の次に財力を持 っていると言われていた｡

表 59 合併による第四銀行就任役員丁寛

1928.7 ･渡由三左衛門 豊国銀行取締役 取締役

1937.1 藤沢吉太郎 白根銀行専務 ･取締役

出所 :前掲 『第四銀行百年史』328ページ｡

(2) 銀行合同の理由について

表 56で見たよう笹､新潟県の銀行合同は､第四銀行 と長岡六十九銀行 を中

心に行われた｡その うち､第四銀行に合併 された銀行数が最 も多 く 28行であ

を除けば､1940年までに 21行であった｡本節では､この 21行 を中心に第四

銀行を中心 とする銀行合同を考察する｡ 合併先が同じであっても､合併情況は

頻ず Lも同じと峠限 らない｡以下では､合併の理由を考察す る0

第四鍵行の合同の動きは､1911年 12月 15日に中条筆立銀行 を合併 したこ

とによって始まった｡1920年の反動恐慌以降､銀行合 同政策の本格化 とあい
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まって､第四銀行-の合同も活発化 した｡ 1920年の 2行 を初めとして､21年

等行､22年 1行､24年 2行､26年 .1行 と､ほぼ毎年のように合併が行われた｡

この 21行の銀行の うち､経営困難を理由に合併に踏み切ったものは､大正

期においては､中条共立銀行､沼垂銀行､廃三銀行､新発 田銀行､療銀行､相

川銀行及び与板銀行の 7行､昭和期では村松銀行､今町銀行 と加茂銀行の 3

行､合計 10行である｡ 一方､政府の銀行合同攻策によって合併に追い込まれ

た銀行は､1921年に合併 された小須戸貯蓄銀行 をはじめとす る残●りの 11行で

あるO 時期か ら見ると､大正期においては､･小須戸貯蓄銀行 (1921年)と佐渡

銀行 (1926年)2行のみであ り､残 りの 9行は､す云て昭和期に行われたDすで

に見たように､新潟県における銀行合同政策は 1920年以降に次第に強ま り､

昭和期 に入って一層強化･されたことによって銀行合同も盛んになったことが

明 らかになる占

先ず､経営困難の銀行について考察 しようO上記の 10行の'ぅち､所在地を

見 ると､第四銀行の勢力範囲である新潟市お▲よび蒲原郡にあっ串のは､中条共

立銀行､鍵三銀行､河童銀行､新発 田銀行､村松銀行､燕銀行､加茂銀行､今

町銀行の 8行であり､残 りの相川銀行 と与板銀行は､それぞれ佐渡郡､三島郡

にあったO-方､第四銀行 とのかかわ りか らみ ると､これ らの銀行のほとん ど

は､第四銀行 と金融上の藤びつきを持っていた｡ さらに､村庭銀行のように､

専務なおの重役が第四銀行出身者であった銀行 もあるO経済的関係 あるいは人

的関係が､こうした銀行を第.四銀行-合併す ることを促 したひ とつの理 由であ

った と思われ る｡ 第四銀行か らしても､経営困難な小銀行 を救 うと同時に､拠

点を増や し､規模 を拡大 させる絶好の機会でもあった｡ 第四銀行が単に経営困

難 な銀行を救済するだけではなlく､積極的に営業基盤 を拡大す るとい う意図も

持 って小 たのであるO例えば､相川銀行､与板銀行のような自己の勢力範囲外

の銀行を積極的に自己の経営に取 り入れている｡

以下上述の 10行について､個別に考察を加 える｡

(1) 中条共立銀行

中条共立銀行は最初に第四銀行-合併された銀行である｡ 資金繰 りが悪 く､

貸出額は預金額を遥かに越 え､貸出金の一部を借入金に顕 るほどであった｡そ
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の結果､回収不能貸付金が発生 したため､経営存続は困難 とな り､第四銀行に

合併を求めた｡合併の際､中条共立銀行 6,000株に対 し､第四銀行 4,000株 と

解散手当 3,500円が交付 された｡

(2) 新発 田銀行

第百十六国立銀行は国立銀行営業期滞により､新発 田銀行に転換 し､再 出発

した｡経営は順調.であった｡表 60が示すように､新発 田銀行は預金 も貸 出金

も順調に増加 し､19_21年には資本金を 200万｢円に増資 した｡ しか し､1920年

線できない.｣90とい う判断の下､反対を押 し切って､第四銀行に合併 を求めた｡

合併の際､新発 田銀行 20,000株に対 し､第四銀行 22,500株 と解散手当 25,000

円が交付 された｡合併後､新発 臥銀行の本店及び中条､水原両支店は閉鎖 され､

村上支店が第･四銀行支店 として存続 した｡また､頭取の五十嵐甚蔵は､第四銀

行の取締役に就任 したO

90 前掲 『第四銀行百年史』689ペー ジ｡
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表 60.新発 田銀行業績の推移 (普通銀行時代) 単位 :円

･年月.末 資本金 払込資本 預金 . 借入金 貸 出 有価証券

1898.6 300,000 240,000､ 143,394 46.,400 389i268 67,776

1901.6 500,000 400,000 291,392 36,400 672,.461 73,765

1904.6 ..500,000 500,000 491,693 28,400 913,838 130,092

1916..6-1,000,000 875,000 751,445*58,839㍑ 592,793･151,948

1916.-.12 1,000,000 875,000 -′̀881,095*90,555ll,5.43,.367 2■41,688

1918.6･1,0001000 875,.000 1,228,208 1,593,924.･159,810

準 :*為替借を含む

出所 :前掲 『第四銀行百年史』690ページこ表14の一部

(3) 沼垂銀行

前身が開益社であった沼垂銀行は､1898.年営業を開始 したOその後､預金

も貸 出金 も順調 に増加 した (表 61参照)01907年､中野グループを営業陣に

取 り入み､それ以降中野家は沼垂銀行の株 を買い増 し､1920年には､約 20%

の株を保有 し◆ていたO-方､この年有力取引先が相場に失敗 したことが原因で､

取付に遭 った ｡ この事件 を契機に親銀行の第画銀行に合併を求めたi･合併後､

沼垂銀行 の中野信吾取締役は､第四銀行の取締役に就任 しているO 合併の痩由

について､当時第四銀行の白◆勢頭取は､次のように述べた といわれている｡ ｢別

にこれ といって合併 に対する大原因が出来たわけではないが､小銀行 のみ沢山

合併主張 もあり､-いわば社会の大勢に順応 した とい うべきか｣91｡ 合併 の際､

沼垂銀行 14.,000華 に対 し､第四銀行 12,000株 と交付金 21,440円､解散手当

15,000 町が交付 された｡新津支店が廃止 された以外､沼垂銀行の本支店は第

91 甘新潟毎 日新 聞』1919年 10月 26日｡
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四銀行の支店 となった｡

表 61 沼垂銀行業練の推移 単位 :円

1898.6 ･1.50,000 ,..61,400 27,23.2 86,155

1900..6 300,000 187,500 165,.958 31-3,960

1903｣6 300,000 300,000 290,250 597,481

1905.12. 300,000 ･.300,ロoo 192;247 414,637

1907.6 700;000 400,00q 366,790 702,872

1915.6 ･7.00,000 .600,.000 524,157 1∴079,-646

1919.60 700,000 TOO,000 1,6.19,401. 1,963,3p81ー

出所 :前掲 『第四銀行百年史』704ページ､表 24の一部｡

(4) 鍵三銀行

鍵三銀行は､鍵冨一族が作ったものであ り､鍵冨一族の機関銀行 の性格を持

?ていた｡ 表 62は鍵三銀行の業績の推移である｡ 1920年に頭取が株式に失敗

した とい う噂が広が り､これを機に､鍵三銀行では緩慢な取付が続いた｡ その

結果､預金の 30%以上が減少 したoまた､鍵三銀行の頭取鍵嘗三作､鍵冨一族

は以前か ら前述 した 白勢グルナプに属 してお り92､･｢小資本 を以って銀行業を

経営す るは世に適せ ざる憾ある｣93として 1920年 11月鍵三銀行 と人的関係 も一

あ り資金の借入先でもあった第四銀行に合併を求めた｡合併の際､鍵三銀行出

資金積立金繰越金計 479,992円に対 し､第四銀行 2,000株 と現金 354,992円が

交付 された｡

92 この点について､前掲 ｢大正期の新潟県における産業発展 と企業家 グループ-大

正 7年時点の場合-｣を参照0
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表 62 鍵三銀行業練の推移 単位 :円

年月ネ 公称資本金 払込資本金 預金 . 貸出金

1898.6 50,000 50,000 381,529 357,181

1900.6 100,000 100,000 236,461 283,010

1905.6 100,000 100,000 398,027 489,722

1908.6 100,000 100,000 95.5,994 545,050

出所･:前掲 『第四銀行百年史』706ページ､表25の一部O

(5) 村松銀行

村松銀行 は､村松会社の時代か ら第四国立銀行 と深い関係があ り､発起人 5

人の うち､4人は第四国立銀行の株主であった｡表 63は､村松銀行の業績推

移である｡ 1921年以降､長岡貯蓄銀行の支店が村松町に設立 されたため､村

松銀行の経営は悪化 し､第四銀行を退職 し村松銀行の専務に就任 した片桐の勧

めによって｣第四銀行 に合併を求めた｡合併の際､村松銀行 5,3声0株 に対 し第

千四銀行 3,745株 と･解散手当 5,000円が交付 されたo
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表 63 村松銀行業績の推移 単位 :円

年月末 公称資本金 払込資本金 預金 貸出金 .

1893.12 30,000 30,000 1.4,231 49,715

1899.6 70,000 70,.000 22,128 ･94,535

1906.6 70,000 70,000 71,963 ー153,577

1911.6 150,000 149,375 171,756 350,5.17

1914.6. 150,~000 150;.000 194,347 420,680-

1916.6 150,000 150,000 ･126,535 320,897

1921.12 .1500,000 267,500 527,948 781,657

1925.6 500,000 ･267,500 ･408,018 ∴748,ー78.3

出所 :前掲 『第四銀行百年史』724ページ､表37の一部こ

(､6) 加茂銀行

加茂銀行の前身は､卯茂貯蓄銀行であった0 1901本 以降､加茂銀行はく預

金も貸出金 も順調に伸びていたot<か し､明治末か ら大正にかけての織物業界

の不況により機屋の倒産が相次ぎ､さらに加茂実業銀行の開業 もあって､預金

が停滞 し､貸出金は増加 した｡

一方､加茂実業銀行は､加茂銀行 と競争するため ｢営業振放漫二流 レ兎角不

慮貸 ヲ生ジ｣94､1914年休業に追い込まれたO県当局の斡旋で六十九銀行 に合

.併す る方向に連んだが､ しか し､｢周巻 上六十九重役間二感情上ノ行違 ヒモア

リ加茂実業ハ最後 ノ方策 トシテ田巻 ノ親戚ニシテ県.下屈指 ノ大地主渡辺三着

ヱ門ガ新潟貯蓄銀行 ノ取締役 タル関係 ヲ利用シ同磯 締役ニシテ第 四 白勢帝取

股肱 タル池 田正平ヲ通シテ第四銀行ニ｣95合併を申し込んだ｡第由銀行は加茂

実業銀行 を合併 し､加蔑銀行 と競争す ることを避 けるために､加茂銀行に合併

することを進めた｡その結果､1925年加茂実業銀行は加茂銀行に合併 した｡

加茂銀行は､主要取引先であった機屋の不況 のため､1922年以降､借入金

l.

94 ｢加茂実業銀行 ノ窮状｣(前掲 『日本金融史資料 昭和続編 ･付録 第二巻』114

ページ)0

95 ｢加茂実業銀行ハ加茂銀行二合併｣(前掲 『日本金融史資料 昭和続編 付録 第
二巻』117ページ)｡
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が発生 した｡ また､｢加 茂実業銀行の不良債権を引き継いだ加茂銀行が危ない｣

とい う噂も流 され､業績は悪化する一方であった (表 64参照)O さらに､隣接

する三条町 の三条信用銀行が第四銀行 と合併 したことに刺激を受 け､資金的に■■

も人的にもつなが りのある第四銀孝引こ合併を求めたO 合併に際 して,-加茂銀行

20,250株に対 し､第四銀行 14,175株 と交付金 20,250円､解散手当 45,000円

が交付 された｡合併後､加茂銀行本店は､第四銀行加茂支店 とな り､専務浅見

鶴吉が同支店の支払人を務めた｡また､･三条出張所 も第四銀行の出張所 として

存続 した｡

表 64 加茂銀行業績の推移 単位 :円

1897.12 30J,000 7,500 19,814 14,079

1900.12 ･30,000 ･30,00q 127,044 132,434

1917.6 500,000 281,250 668,9.03 840,-397

19■21.｣6 1.,000,000 625,000 1,823,151 2,078,761

1925.12 1,50.0,000∴ 1,012,500 2,09J9,931 4,1.16,.286

出所 :前掲 『第四銀行百年史』749ページ､表 46の一部O

I (7) 今町銀行

今町銀行の所在地である南蒲原郡今町(現見附市今町)は､米穀取引を主 とす

る商業の町であった｡昭和期に入 ると米価の低落により､今町銀行の経営は次

第 に困凝 となったため(表 65参照)､六十九銀行 と?合併を目指 したが､条件

がー合わず､合併 を見送った｡その後､借入で関係の深かった第四銀行 に合併を

衷めたO 合併に際して､今町銀行 9,500株に対 し､第四銀行 r,462̀株 と解散手

A当 3,000円が交付されたO合併後､今町銀行の本店は､第四銀行今町支店 とな
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り､頭取種 田十次郎が同支店の初代支配人 となった｡

表 65 今町銀行の業績推移 単位 :円

1896..6 70,000 17,500 2,647

1899.12. 70,000 70,000 47,035 ･6,320 100,427

1922.6 1,000,000 47.5,000 1,067,436 1,445;.339

1927.6∴ 1,000,000 ■475,000 986,069 360,000 1,602,933

出所 :前掲 『第四銀行百年史』754ページ､表49の一部｡

(8) 与板銀行

与板銀行は設立当初か ら貸金会社萌 色彩が強く､貸出金は預金 を遥かを羊超え

でいた (表 66参照)｡1922年以降､与板銀行は同地域にある長岡貯蓄銀行支店

の設置によって独 占が崩れ､経営不振に陥ったO県当局の強い合 同奨励によっ

て､親銀行的関係わ第四銀行に合併を求めたo当時の新潟新聞は､この合併は

｢(第四銀行)中越-の発鹿の前哨｣96と評価 していた｡合併の際には､与板銀

行 .3,000株に対 し､第四銀行 500株が交付 された｡

96 『新潟新聞』 '1924年 7月 4日｡
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表 66 与板銀行の業績推移 単位 :円

.年月未 ..公称資本金 ､ 払込餐本金 預金 貸 出金

1896.12 75,000 37;500 1も547 56,046

･1.897.6 112,500 56,250 17,563 91,376

1899.12 112,500 112,500 101,152 236,357

1901.12 ･112,500 112.,500 17.7,249. 335,820i

出所 :前掲 『第四銀行百年史』757ページ､表 50の一部｡

(9) 相川銀行

相川銀行は､｢営業振甚ダ放漫に流 レ｣97たため､明治末 と大正半ばの 2回

取付があり､営業不能の状態に陥 り､1922年以降相川銀行の当期利益はマイ

ナスであった(表 67参照)｡ しかし､憲政系の佐渡銀行 と政友会の相川銀行は E

｢政府関廃二起因スル コ ト多ク其他個人的感情問題モ蜂 リモア リ｣98､合併が

不可能であった｡結局､県知事の斡旋により､第四銀行は､要請に応 じ､相川

銀行 を合併 した｡･合併の際には､相川銀行 4,000株に対 し､第四銀行 330株 と

解散手当 7500円が交付 された｡

97 ｢第四銀行 ノ相川銀行合併｣(前掲 『日本金融史資料 昭和続編 付録 第二巻』
111ページ)0

98 前掲 ｢第画銀行 ノ相川銀行合併｣(前掲 『日本金融史資料 昭和続編･ 付録 第二

巻 』 112ページ)O
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表 67 相川銀行業寮 の推移 単位 :円

年月末 公称資不金 払込資本金, 預金 貸由金 当期利益 .

1903.12. 150,0010 75,000 121,759 136,173 2,374

1906.6 150,000 75,-000 156,520 179,640 2,643

i,923,12 200,000 183,075 ･883,685 699,908 ･△86;147

出所 :前掲 『第四銀行百年史』803ページ､表68の一部｡

(10)･ 燕銀行 I

燕銀行笹 ､役員や有力 者人の貸出によ り､滞貸金が増 え､資金繰 りが悪 くな

った｡さらに､競争相手である寺泊銀行が燕叶に支店 を設置することがあって､

纏営状態は一層悪 く,なった｡表 68は合併直前 3期 の預金及び貸 出金である｡

経営困●難 を打開す るために､合併 をした｡ 合併 の相手年 として北越商業銀行､

三条信用銀行 と交渉 を行 ったが､条件が合わず､結局第 四銀行 に合併 を求 めた｡

合併 の際､燕銀行 6,400株 に対 し､第 四銀行 3,200株 と交付金 5,043円が交付

され∵た｡

表 68 燕:銀行合併直前 3期 の預貸金 単位 :円

年月未 . 頭金. 内貯蓄預金 痩保卵

出所 :前掲 『第四銀行百年史』741ページ､表43｡

以上､見てきた ように､第 四銀行の勢力範囲外 にあった相川銀行 と与板銀行､

それ以外では中条共立銀行､鍵三銀行 2行が取付､経営存続 困難 と_い う緊急な

事態 と直面 した｡ その うち､相川銀行､与板銀行 に関 しては､第四銀行 は営業
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規模拡大を兼ねて救済に応 じた と考えられるが､残 りの中条共立銀行 と鍵三銀

行は､いずれ も､第四銀行の勢力範囲内にあった笹も関わ らず､合併に応 じた

理由は救済のためであった O -方､ほかの 8行 に関 しては､'第四銀行は､経営

困難 に陥って銀行を救済す るとともに､基盤 を強固にし､さらに営業範囲を拡

大す る目的もあったと考えられる｡ 以上見てきたように､第四銀行 の銀行合同

は､3つのタイプに分けることができる｡すなわち､救済型､規模拡大型及び

協力型である｡

以上の結果は､表 69にまとめられ る｡

表 69 第四銀行に合併 された銀行一覧

･理由別 . 大正期 ~ 昭和期 ､.

薮済撃 中条共立銀行 (1912)､廃 三銀行 (1920)- I

･規模拡大型 準車装行(1920)､新発田銀行(1921)､ 加茂銀行(1929)､今町銀行(1932)､

燕銀行(1922)､相川銀行(1924)､与板銀行..(1924) 村松銀行 (1930)

協力型 小須戸貯蓄銀行 (1921.)､ 三条信用銀行 (1927)､拳銀行(1929)､

カッコ中は合併の年を示す｡̀

出所 :前掲 『第四銀行百年史』675-803ページより､筆者作成o

一方､1927年当時の資本金を見ると､前掲表 33のJ通 り､酉吉 田銀行-､和納

銀行､塩沢技能､広瀬銀行は無資格銀行であった｡これ らの銀行は､営業内容

の良 し暮 しはともかく､政府に主導 された銀行合同政策の下で､いずれ合併 さ

れる運命にあった｡以下では､個別にみておきたい｡
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(ll) 小須戸貯蓄銀行

小須戸地方の実力者川村亀太郎が中心に作 り上げた小須戸貯蓄銀行 は､1933

年開業以来､比較的順調に伸びていた(表 70参照)｡しか し､1921･年 3月貯蓄

銀行汝が公布 され､資本金 50万円以上の条件 がつけられたため､資本金 10

万円の小須戸貯蓄銀行は取引関係の深かった第四銀行-合併を持ち込んだ｡合

併の際､小須戸貯蓄銀行 950株 に対 し､第1匹銀行株 1,400株 と交付金 1方 6,598

万円が交付 された｡合併後､同行は第四銀行の小須戸支庫 として引き継がれ､

専務 の川村亀太郎が第四銀行小須戸支店の支配人 となった｡

表 70 小須戸貯蓄銀行業績の推移 単位 :円

1908.12 30,000 30,000 92,874 100,549

1912.6 100;000 .47,500 132,702 -142,175

1913.12 100,000 47,500 124,514 1'4も749

1916.12 100,000 47,500 175,665 166,154

出所 :前掲 『第四銀行百年史』727ページ､表38の一部｡

(12) 佐渡銀行

島有力者が出資 して作った佐渡銀行は､1897年開業 した｡第 1次世界大戦

後､所有船の遭難などで破産状態に陥った佐渡商船-の貸出金が回収不能 とな

り､さらに､米騒動も加 え､1919年 8舟､佐渡銀行は取付に遭った｡その後､

貸出金を処理 し､経営陣を-新 し､大改革によって､信用を取 り戻 し牢佐渡銀

行は､1926年､大蔵省に 100万円増資を申し込んだが､却下 され､県 当局の

斡旋で第四銀行に合併 した｡ 表 71は､佐渡銀行の業績推移である｡ 当時､｢佐

渡にこっの銀行があったほ うが便利 として､-長岡銀行 と合併す る意 向を持
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つ｣99役員がいたが､筆頭取締役渡辺金左衛門と高野支配人の説得で合併が実

現 した｡合併の際､佐渡銀行株 2,656株に対 し､第四銀行 2,'200株 と交付金

800円が交付 された｡合併後､本店の跡に第四銀行両津支店が移転 し､河原 田

支店が第四銀行河原 田支店 として存続 しこ他の 7支店は廃止 されたO

表 71 佐渡銀行業練の推移 単位 :円

年月未 卑称資本金 .払込肇本金 .預金 貸出金_,.

1901.12 160,000 80,000 ･63,039 150,087

1906.6 160,00.0 100,1000 ･119,-482 *217,813

1920.6. ･320,000 255,490 :931.614 997,205

1922..6 200,000 74,000 1,.236,665 *966,719

出所 :前掲 『第四銀行百年史』799ページ､表67の一部｡

(13) 三条信用銀行

1900年開業 した三条信用銀行は､前述 した三条町グループに属 していたO

同行 の主要取引層は､旧三条信用組合 をL主体 としていたため､経営時堅実であ

った (表 72参照)｡しかし､1920年以降､政府が銀行合 同改廃を強 く推 し進め､

三条信用銀行 も県当局か らたびたび合併の勧喪を うけた｡当時､三 条庵 用銀行

の重役は次のように語っ七いる. ｢白.分は.､支配人をしていたあで､県庁に二

度 も呼ばれ､合併の勧誘を執轍にうけた｡当行は別に.系列関係や親銀行 を持っ

ていなかったので､どこの銀行 と合併 してもよかった｡ 当時､第四銀行 との合

併話 を進めたら､･とんせん拍子に話がまとま り､第四銀行-合併す ることにな

った｣100｡ 合併に際 して､三条信用銀行株 1万 500株に対 し､､第四銀行株 1

万株 と解散手当 3万 5,000円が交付 された｡

99 前掲 『第四銀行百年史』799ページ｡

100 ｢三条信用銀行関係 参考資料｣第四銀行所蔵｡
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一方､この合併は､同グループにある三条銀行 に大きい衝撃を与 え､同行 も､

2年後第四銀行 と深い関係 を持っている斉藤 グループであった新潟銀行 と禽

併 した｡

表 72 三条信用銀行業績の推移 単位 :円

年舟奉 公称資本金 払込資哀金. 預金′ 愛出金

1903.6 200.,000 125,000 53,.633 230,403

1915.12 :300,000 275,000 丁261,728 438,795

1924.12 750,000 525,000 917i639 1,3◆75,451

1926.6 750,000 525,000 1,086,005 1,419,7.22

出所 :前掲 『第四銀行百年史』746ページ､表45の-部｡

(14) 巻銀行

巻銀行の前身は､巻社であった｡1893年 ｢銀行条例｣の実施 とともに､,巻

社は巻銀行に改組 し､再発足 した｡ 以降､.経嘗内容は豊実であ り､1928年親

子銀行である五ケ銀行を合併 し､業績は順調に伸びていた (表 73参照).o しか

し､同行は､･西蒲原地方の他銀行が次々と合同したのを見て､県当局の強い悠

漁もあらて､結局､第四銀行 と合併す ることにしたo 合併の.際に､巻銀行株 1

万 1,950株に対 し､第四銀行株 1万 1,950株 と交付金 2万 3,900円､そのほか

に解散手当 5万円が交付 された｡ 合併後､本店は第四琴行巻三 ノ町支店 として

存続 し､内木清三郎頭取は第四銀行の取締役に就任 した｡
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表 73 巻銀行業績の推移 単位 :円

午月奉 ･公称資本金 払込資本金 ･預金 貸出金

1893.12 28,000 28,000 8,138 37,509

1905.6 100,000 87,~500 53,194 ･155,890

1912.6 250,000 175,000 305,095 410,267

1919.6 500,000 ､312,500 730,292 507,644

1925.6 500,000 500,000 1,084,295 i,102;417

1929.6 800,000 ･597,500 1,073,492 1,168,983

出所 :前掲 『第四銀行百年史』732ページ､表40の一部｡

(15) 西吉 田銀行

西台田銀行の前身は､酉吉田貯蓄銀行であ√つたp前述 した貯蓄銀行法により､

普通銀行に改組 し､酉吉田銀行 と改称 した｡同行は､前述の今井グループに属

し､機関銀行の性格をもち､今井家一族への褒出がほとん どであったo酉吉田

銀行の業績 は表 74の通 りであるO -方､1928年 ｢銀行琴J.の実施により､資

本金 10万円の西吉田銀行の存続は難 しくな り､第四銀行 に合併す るに至った｡

合併の際に ､西軍田銀行株 3,000株に対 し､第四銀行株 2,600株 と解散手当 1

万円が交付 された｡一合併後､同行本店は第四銀行吉田支店 として引き継がれた｡

表 74 -酉吉田銀行業績の推移 単位 :円

年月束. △称資本金 私込賓本金 預金. 貸出金

1899｣6.てL 30,000 7,500. 1も747 9,737

1904.-12. 100;000 68,500 ◆82,..154. 100,.111

1912.6 -100,000 68;.500 ･■125,485 16.7;917

1916.6 100,000 79,000 152,~955. ･181,619

1922.6. .300,000 150,000 498~,386 1494,105

出所 :前掲 『第四銀行百年史』732ページ､表41の∵部｡
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(16) 和納銀行

1893年イ銀行条例｣の実施に伴い､集成社が和郎 銀行 に改組 し､1894､年開

業 した｡その後､業容の拡大が無いまま､営業が続いた (表 75参歴)01928年

｢銀行法｣の実施により､無資格銀行 となった和納銀行は､第四銀行 に合併す

ることを決 めた｡合併の際､和納銀行株 900株 に対 し､第四銀行株 810線 と解

散手当 4,000円が交付 された｡

表 75 ･:'･和納銀行業績の推移 単位 :円

ヰ 月末 . 公称資本金 . ･凍 込琴本金r 預金 貸出金 .

1898/6 3P,000 ･30,000 3,288 45,873

19r8;6 ･100,000 25,00b 57,377 86,537

･1923.6､ 100,000 25,000 ･71,542 145㌔,978

出所 :前掲 『第四銀行百年史』739ページ､表42の一部O

(17) 塩沢銀行

塩沢銀行は､1900年笹開業 し､前述 した塩沢町グループに属 していた｡ 開

業以来､預金 も貸出金 も順調に拡大 していた｡しか し､地域の蚕糸業や織物業

を中心笹貸出をしていた塩沢銀行はオーバーローン状態であったo さらに､不

(

況の影響で､貸出は 1927年下期をピークに減少傾向に転 じ､預金 もか な り減

少 した(表 76参照)｡政府 の銀行合同政策の推進 もあって､塩沢銀行 は､第四

銀行に合併 した｡合併の際､塩沢銀行株 1万株 に対 し､第四銀行株 9,000株 と

解散手当 2万円が交付 された｡合併後､同行の本支店は､それぞれ第四銀行塩

沢支店及び湯沢支店 となった｡
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表 76 塩沢銀行業務の推移 単位 :円

年月末 公称資本金 払込資本金 亡 ･預金 貸出金

1900.6 100,000 37,500 3,.896 40,460

1901.12 100,000 100,000 4,936 109,992

1906..12 .100,000 ~100,000 ,′18,848 129,283

1922.6.. 500,000 350,000 528,977 934,752

1923.12 500;Obo 500,000 67.8,428 1,122,496

1926.6 ･500,000 500,.000 687,609 1,300,757

1927.12 500,000 ･.500,000 739,.055 1,338,231

1929.6 500,000 500,000 770,860 1,177,144

出所 :前掲 『第四銀行百年史』766ページ､表54の一部｡

(18) 小千谷銀行

189ー3年､金融会社か ら小千谷銀行に改組 し再発足 した｡小千谷銀行は､前

述 した小千谷町グループに属 してお り､頭取は代々西脇一族の人が務 めていた.

その後､業績は順調に伸び､′1918年 6月資本傘を 60万円から 150万円- と増

資 し､十 日町支店を中心た貸出を増や し.､経営規模 を拡大 したoしか し､貸出

の固定化が進み､業練を圧迫 したため､1930年同一グループの堀之内銀行を

合併 し建て直 しを図ったものの､状況は変化せず､頭取西脇済三郎の判断で､

第四銀行に合併 した｡小千谷銀行の業績内容は､表 77の通 りである｡ 合併の

際､小千谷銀行株 3万 400株 に対 し､第四銀行株 2万 2,800株 と交付金 2万 円､

解散手当 3万円が交付 された｡合併後､同行の本支店は第四銀行の支店 として

引き継がれ∴頭取西脇済三郎 も第四銀行の取締役に就任 したO
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表 77 小千谷銀行業練の推移 単位 :円

年月未 公称資本金 払込資本金 預金 貸出金

1882.6 300,000 .300,000. ･8,.195 319,631

1885.6 300,000 300,000 5,720 247,349

1893.12 150,000 ～ 150,000 1,230 103,389

1900.12 300,000 190,000 76,480 302,703

1907.6 300,000 ･240,000 ー 158,261 .392,910

1911.12､ 300,000 300,000 291,728 525,055

1919.6p. 1,500,000 825,000 1,128,537 1,778,171.

1922.6､ 1,500.,000 825,000 1,655,275. 2,343,451

1925.6 1,500iOOO 1,320,000 1,683,246 3,474,438

出所 :前掲 『第四銀行百年史』762ページ､表53の一部.

(19) 広瀬銀行 ･

北魚沼那須原村にあった広瀬銀行は､前述 した広瀬グループに属 していた｡

1882年設立 された広瀬会社が 1893年 ｢銀行条例｣の実施 とともに､改組 し､

資本金 2万円の広瀬銀行 となった｡その後､グループの中心であった 目黒家の

衰退により､貸出が固定化 したため､経営は行 き詰まっていた (表 78参照)｡

1928年 ｢銀行法｣の●実施により､無資格銀行 となった.同行は､･県当局の強い

勧奨を受け､第四銀行転合併 したo合併の際､広瀬銀行株 2,000株 に対 し､贋

四銀行株 600株 と解散手当 3,000円が交付 された｡.合併後､広瀬銀行本店は第

四銀行須原支店 となった｡'
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表 78 広瀬銀行業練の推移 単位 :円

1898.12 20,000 20,.000 15,819 39{470

1918ー6 100,000 162,500 36,890 107,266

1922:6; 100,000 100,ゃoo 96,275 288,545

1926.6 ･100,000 100,000 184,675 393,954

出所 :前掲 『第四銀行百年史』768ページ､表55の-部.

(20) 白根銀行

白根銀行の前身は､ 白根会社であ り̀､1893年 白根銀行 と改組 し､資本金 ■5

万円で再発足 した｡以降､業容の拡大 とともに､資本金 も何回か増資 し､1如8

年に 50万円.となったO 表 78の通 り､業務内容が堅実であった 白根銀行は､政

府が銀行合同を強 く推 し進 める.のをみて決断し､親銀行である第四銀行に合併

した｡合併の際､白根銀行株 7,000株に対 し､第四銀行株 7,000株 と解散手当

3万円が交付 された｡合併後､野沢書太郎専務が第四銀行の取締役に就任 し､

本店は第四銀行 白根支店 として存続 した｡
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表 79 白根銀行業練の推移 単位 :円

年月末 . 公称資本傘 払込資本金 預金 . 貸出金

1897.6 50,000 50,000 3,485 64,003

1902..6 100,000 100,000 45,7由 ･153,941

1917.6 300,000 300,000 ･256,081 43.1,352

1927.6 500,000 350,.000 6.52,249 1,202,816

1932.6 500,000 350,000 ･841,930 1,234,490

出所 :前掲 『第四銀行百年史』730ページ､表39の一部O

(21) 村上銀行

村上銀行の前身は第七十一国立銀行やあるO国立銀行営業期満 により､普通

1

銀行に転換 し､村上銀行 と改称 したO さらに､資本金 も倍 に増額 し､25万 と

なった｡その後＼堅実髄 常を行っていた村上銀行は､.1923年 岩船銀行､1924

年村上産業銀行 を合併 した｡表 80は､村上銀行の業績内容である｡.しか し､

戦時体制化において､政府の銀行合同政策が強 く進 められたため､これに応 じ

て､村上銀行は為替取引な どで密接の関係を持っていた第四銀行 笹合併 したo

合併の際､村上銀行全額払込株式 1万 5,000線､25円払込株 7,000輝､12円

50銭払込株式,1万株 に対 し､第四銀行株各種株式それぞれ同数 と解散手当 3

万円力亨交付 されたo合併後､●同行の本店は第四銀行村上支店 とし∴吉田舌右衛

門専務 も第四銀行の取締役に就任 した｡
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表 80 村｣二銀行業練の推移 (普通銀行時代) 単位 :円

1898.12. ･250,000 250,000 75,644 294,440

1902.6 25P,.000 250,000 ･194,289 432,518

1906.6' 500,000 312,500 ･191,586 .605,?61

1912.6 J~500,000 -500,000 ･496,687 982,745

1914.12 500,000 500,000 393,8.99 907,616

1920.12 1,000,000 625,.000 p2,037,659 1,286,364

1923.12 1,300,000 825,.000 .2,307,946 -2,344,936

1924.p6 1,600,000 1,050,000 ′′3;.884.,402 3,317,143

1927..6 ll,600,000 -1,050,.000 3,400.,191 3,678,752

出所 :前掲 『第四銀行百年史』679ページ､表3の一部｡

1940年まで第四銀行が合併 した上記の 21銀行の状況 を表 81にま とめる｡

表 81 第四銀行へ合併 した銀行の合併状況一覧

中条共立銀∴行 1912..12.15 300,000円 ･4000株 円 ･甲
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小森戸貯蓄銀行 1921.10.31 100,000(47,500) 1,400(1.4.73) 16,598 0

■相川銀行 1924..9.1 200,000(2.0,000) 330(0..08t25) ･0 7500

三条信用銀行 `1927.2.5 750,000(525,000) ･10;000(0.925) / o .35,000

酉吉 田銀行 ･.1929..2.24 300,000､(150,00.0) ･2,60°0..(9.866) 0 10,000
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(475,00b) (0.153)

白線銀行 1936.-9.7 500,000(350,boo) 7,000(1.000) 0 ･30.000

出所 :前掲 『第 四銀行百年史』280ページ｡

これ らの銀行が第四銀行 を選んだ理 由には､県当局の勧 めによって第四銀行

を選んだ銀行 もあれば､もともと親密な関係を持っていたことセ第四銀行 を選

んだ銀行 もある｡ 前者では､三条信用銀行が代表▲的な例である｡ 合併の理 由に

ついて､･三条信用銀行の重役は県当局の奨励 を受け､合併す ることにした｡

一方､後者の場合やは､村上銀行等の例がある｡ 村上銀行は､第四銀行 と為

替取引な どで密接な関係 を持っていた｡合併を勧められた際､合併先●をやはり

第四銀行に決 めたO

他方､小千谷銀行のよう､な特殊 の例 もある｡小千谷銀行は､経営が∴行き詰ま

って､しかも無資格銀行であった｡ 地理的関係や資金繰 りの関係 な どか ら､六

十九銀行 を親銀行 としていたが､頭取が 自行の将来を展望 して大銀行 との合併

を決断 し､第四銀行に合併 された｡ これについて当時の新聞は､次のよう1こ評

価 していた.｡

｢今回の小千谷銀行 と第四銀行の合併は'､一層､同地方に金融上の嘩益を与

えること大なるとともに､株主のため有利なる条件をもって合併仮契約を締結

した小千谷銀行重役の賢明なる措置は､賞譜に価するところである｡十101

第四銀行は､両大戦間期に串ける銀行合同を機に大きな発展を遂げ､地方産

業を支える大銀行に成長 した｡ 各中小銀行は､銀行合同の際に､自行 の実情を

考えて､合併先を慎重に選び､合併を行った｡
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(3) 第四銀行に合併 された銀行の分析

以上､第四銀行に合併 された 21行の銀行について､合同理 由について分析

したO以下七は､3つのタイプに分けた銀行か ら､それぞれ 1例を挙げて､合

併に至 る状況について考察す る｡

(1)中条共立銀行

中粂町は､米穀や繭の集散地 として発展 し､商業が早 くが栄えた｡1897年

佐藤三郎太郎､丹呉俊平ヾ丹後直平 ら地主たちによって､株式会社 中条共立銀

行が設立 された｡ 設立当初の資本金は 10万円であった｡ 経営は､主 として中

条在住の丹呉俊平専務､丹後直平取締役が担った｡取引先は､地主や 中農が主

体 となっていたO-方､中条連立銀行の預貸金か ら見る･と､貸出額が預金額を

遥かに越 えていた｡1911年以降､中条共立銀行は､かな りの回収不可能の貸

付金が発生 し､経営継続が困難 とな り､専務丹呉俊平ちの説得で､第四銀行-

合併を求めた｡

当初､中条共立銀行の役員や株主の中には､合併に強 く反対す る者 もいたが､

小野敢締役や丹呉専務の説得によって収まった｡

(2)沼垂銀行について

1898年 1月.､地元地主である高橋太郎を中心に､沼垂銀行が設立 された｡

営業基盤は沼垂町周辺 の村で､海 員が村の地主であったため､その信用で鹿家

の小 口預金を集めていた｡貸出も農村をは じめ､醸造業､米商に対す る小 口融

資のほか､米の荷為替が比較的多かった｡●さらに､沼垂銀行の特色 として､自

己資本が預金を上回ることが挙げられるo 一方､1907年､石油王 として知 ら

れた新津町出身の中野貫- も荷重銀行の取締役に加わったが､1915年､その

次男が代わって取締役 となった｡1916年に高橋頭取が引退す るとともに､中

野取締役が経営の実権を握った.0 1918年 1月支店の有力取引先が相場に失敗

したことが原因で､取付に遭った｡この事件を契機に第四銀行に合併 を求 めた｡

経営の実権を握 るや野信吾 と第四銀行の重役 白勢春三が旧知であったことに

ょると思われる｡ 1922年に設立された清廉鉄道では､中野興業 (取締役は中野

信吾である)が主要株主であり､第四銀行の自勢春三が会社の相談役であった｡
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さらに合併後､沼垂銀行の中野取締役は､第四銀行の取締役に就任 している｡

(3)小千 谷銀行

小千谷銀行の前身は､西南戦争後の銀行設立ブームを背景に､設立 された金

融会社である｡ 1893年 7月の銀行条例実施に伴って､10月 30日に金融会社は

株 式会社小千谷銀行は改組 されたO銀行の重役 と株主は主に商人たちであった｡■

さらに､頭取は西脇家によって占め･られていた｡ 西脇家は､｢魚沼地方の財界

の中心勢力｣102であ り､新潟県を代表する企業家のひ とつであったO -方､小

千谷銀行は､1920年経営規模 を拡大するため､十 日町支店を中心に貸 出を増

加 したが､貸出の固定化が進んだため､1930年に密接な関係 を持っていた堀′

之内銀行 を合併 し､立て直 しを図ったものの､情況は変わ らず､西脇頭取は第

四銀行-合併を求めた｡役員の中に第四銀行 との合併に反対す るものもあった

が､一般には､適切だ と受取 られたOこの合併は､前節東尾に紹介 した ように､

当時の新聞では高く評価 された1030

両大戦間期における銀行合同は､政府主導の銀行合同政策の下で､非常に早

い■スピー ドで行われたO その結果､日本の地方金融機関は一県一行 とい う方向4L

へ進んでいったO しか し､各地域に-は各 自の実情があって､必ず しも一県一行

とは限 らなかった｡新潟県の場合､一県二行 とい う結果 となったO,それを解明

す るには､残った二行である第四銀行 と長岡六十九銀行両方を考察す る必要が

ある. 本章では､第四銀行 を中心に､両大戦間期において､新潟県の琴行合同

について分析を行った｡ -

新潟県の銀行は､明治末に普通銀行に転換す るとともに1急速な発鹿を遂げ

た｡大正期に入ると､銀行数は次第に安定 してきた｡1920年の戦後反動恐嘩

以降､全国に遅れて､新潟県の銀行合同が本格的に開始 された｡大正期の新潟

県銀行 を考察 ノ

102 前掲 ｢新潟県の資本家 と其分野｣(前掲 『日本金融史資料 昭和続編 付録 第

二巻』49ページ)0

1031本節 は､前掲 ｢両大戦間期 における新潟県の産業発展 と企業家 グル ープ (下)｣浸

多 くを負 っている｡
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した結果､牟 99行の普通銀行の うち､58行が直接又は間接に第四銀行に合併

されたoその うち､1938年までに､直接に第四銀行め合併 された銀行数は 21

行である｡このような銀行合同の結果､第四銀行に規模拡大､資本力増大 とい

う結果をも七 ら'LたO これは､政府の銀行合同方針 と一致 しているO

-方､合併理由か ら､この 21行の銀行は 3つのタイプに分 け られ るO経営

困難な銀行 に対する救済 とい う理由の救済型 救ヾ済及び第四銀行 自身の営業基

盤拡大 とい う痩由の規模拡大型､銀行合同政策による協力型､この 3つであるJ｡

1と2には､相川銀行､新発 田銀行等 1′0行があ り､3には､三条信用銀行など

11行がある｡前者のほとん どは､第四銀行 と業務上の関係 あるいは人的関係

があって､第四銀行を選んだO中位は､他行に合併を求めたが断 られて､第四

銀行 を望んだ例 もあるO-方､後者 には､県当局の勧めによって第四銀行 を選

んだものもあれば､第四銀行 と親密な関係'を持･つていたことで第四銀行を選ん

だものもある｡さらに､小千谷銀行のような例外 もある｡ 小千谷銀行は､系列

上､六十九銀行七密接であるが､大銀行 と̀合併す るとい う重役 の希望で､第四

銀行 に合併を求めた｡このことは､当時､同地方に金融上の便益 を与 えるとい

う点か ら､大きな評価が与えられた｡

以上､見てきたように､銀行合同は､政府･の地方銀行合同奨励政策の下で推

進 され､大きな進展を遂げた｡強力な政策によ?て､̀銀行合同がかな り早いテ

ンポや進 められたO他方､各地方銀行は､銀行合同に関して､各 自の実情を考

えなが ら､合併先を選んだ｡新潟県及び第四銀行の実例を考察す ることによっ

て､,このような事情を明 らかにした｡

次章では､長岡六十九銀市 について考察す る｡
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第五章 長岡六十九銀行 を中心 とする銀行合同

1 長岡六十九銀行 (北越銀行)104の設立

(1) 六十九銀行 と長岡銀行

･187.6年の ｢国立銀行条例｣の改正を契機に､士族の三島億二郎 を中心に､

長岡地元の商人､.地主が集ま り､1878年 12月 20日に第六十九国立銀行が設

立 された｡ 第六十九国立銀行は､設立当初は ｢士族銀行｣ と目されたが､実際

には経営の実権は商人 と地主がもっていた｡表 82が示す ように､株主数では

士華 が圧倒的に多かったが､1名の大株主のほかは零細株主であった｡ -1方､

商人 ､地主は､席 主数 こそ少ないものの､13名の大株主の うち 12名 を占めて

い る｡

表 82 株主構成

区 分 ≠ 族 商 人 地 主

出所 :前掲 『創 業有年史 38ページ､表 卜13(1)

1898年 ｢国立銀行営業満期前特別処分絵｣にもとづいて第六十九国立銀行

は､105万円の資本金をも'って普通銀行に転換 し､ 不十九銀行 として新たにス

ター トした｡ 後述す るように､長岡銀行が積極的支店を設置 していたため､六

104 1942年 12月長岡銀行 と六十九銀行が合併 し､長岡六十九銀行 となった0 1948年

10■月 1日､長岡六十九銀行が北越銀行 と改称 した｡
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十九銀行 も支店網拡大方針を強力に打ち出した｡1905年の新潟支店開設以降､

1913●年関東町支店､1914年本町支店､長野支店､1917年東京支店を開業 したO

また､1923年越見銀行を合併 し､越見支店が開設 した｡ 越見銀行の合併は､

六十九銀行の初めての合併であった｡支店網の拡大 と同時に､六十九銀行は資

本 を増強 した｡1913年 5月闘 ま払込資本金は公称資本金 と同額の 210万円と

し､ さらに 1914年長野支店の開設 に備えて､資本金 を倍増 させ､420万円と

した｡｢420万円の公称資本金は県内銀行の中では最高で､新潟銀行 (大 6.1,

第四銀行 と改称)の 320万円を 100万円上回るものであった｣105｡その後､1920

年 1月の株主総会では資本金の 1000万円に増資を決めた｡ さらに､1923年越

見銀行 を合併 した際に､ さらに 30万円を増資 した｡

表 83 新潟県内主要銀行 の預金 ･貸出金推移 単位 :千 円

∫年末 預 金 貸 出 -. 金 ,
六十九銀行 長岡銀行 第由銀行 県内銀行計 六十九銀行 長岡銀行 第四銀行 _県内銀行計

･1913 ~2,907 3,ZOO 4,711 34,L926 4,736 5,29.7 7,725 58,975

1.914 2,949 3,168 5,847 34,418 5,461 -5,461 8,005 45,025

1915 4,.257 4,051 7,010 37,964 -5,.588 4,720 9,223 43,135

1916 6′154 5,631 7,766 45,644 8,431 6,350 10,524 60,596

1917 7,373 6,669 8,10弓 55,:654 9,911 8,088 ll,343 ∫∴ 68,.433

･,-191岳 18,680 -12,468 ll,788 97,272 19,683 12,667 14,343 ･101,092

1919 23,076 19,166 17,008 138,056 25,618 21,157 23,539 143,507

1920 -.15,236 19;160 24,■040 120,117 18,505 19,040 27;804 lil,213

出所:前掲『創業百年史』178ページ､表2-18｡

1920年の反動恐慌までは､六十九銀行では預金 も貸出金 も著 しく増加 した｡

105 前掲 『創業百年史』175ページ｡
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増加率は､いずれも第四銀行､長岡銀行を上回っていた(表 83参照)｡六十九

銀行は､1918年か ら 19年にかけて､｢取引企業の事業拡張に伴 う資金の歩留

りや中越地域の中小銀行 な どか らの預金そ して旺盛な資金需要 に対すろ貸-Jj

金が顕著に増加 し､ともに県内銀行の最高額 となった｣106｡ 北越製紙､川上同

族チ07､長岡鉄道､長岡証券､寺泊海陸運輸などは､六十九銀行の主要な大 口貸

出先であった｡

しか し､r1920年の反動恐慌の影響を受けて､六十九銀行の預金､貸出金は

激減 した｡長岡銀行は小幅に減少 した｡ これに対 して第四銀行は増加傾向にあ

ふたO第四銀行は新潟県随-の大銀行であ り､信用 も高かったこ･とが明らかで

ある｡ また､1923年の関東大震災は､六十九銀行東京支店に大きな影響 を与

えたが､本店にはそれはぜ 影響がなかった01923年は県内本支店の預金 も貸

出金も､ほぼ横ばいで推移 したO 六十九銀行は､昭和期には政府の銀行合同政

策の強化 と相まって､積極的に銀行合同に参加 し､資本金を増 し支店網も強化

して､中越･地方の大銀行 として成長 した｡

次に∴長岡銀行について検討す る｡ 明治末期には米､石油､織物が新潟県の■一

三大生産物であったが､これ ら産業活動は長岡を中心に活発 に行 われてお り､

資金需要 も旺盛であったO さらに､1892年鉄道敷設庭 の公布 により､北越鉄

道株式会社が設立ざれたo北越鉄道株式会社を起業 した前島密､渋沢栄一､大

倉喜八飾､山口権三郎 らが中心になって資本を集 め､1896年 11月 10日に長

岡銀行が設立された｡経営権 を問わず､士族資本 を集めた六十九銀行 に対 し､

長 岡銀行は､商人 と地主の資本を中心 とする銀行であったo長 岡銀行は､積極

的に支店を設置 し､資本金を増加 させた｡1912年糸魚川支店､1914年新発 田

支店､1919年水原派出所､1914年千手派出所､1918年東京支店､新潟支店を

開業七 たQ さらに､1922年東京栄銀行を合併 し､東京に 4支店 を設置 したO

同年 11月､長岡銀行は見附銀行を合併 し､見附支店を開設 したO三の合併は､

106 松本和明 ｢両大戦 間期 における新潟県の産業発展 と企業家 グ/レ-プ (上)一 昭和

3年時点の場合-｣(長岡大学生準学習センター 『生涯学習センター研究実践報告』

第 1号､通巻 5号､平成 14年 3月に所収)46長一ジ.

107松本 によれば川上同族 は新潟晦港 ･川上グループに属 している′｡ このグループに

は銀行 を入 っていなかったため､本節 には入れなかった.このグループの中心は川上

一族であ り､主な事業 は新潟 臨港､長 岡米穀株式引取所､山之下木 工､長 岡証券であ

ったム特に､川上一族が力 を入れていた事業は新潟臨港であった｡
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長岡銀行の 2寧 日の合併であ り､同時に最後の合併でもあった｡

一方､増資については､長岡銀行創業時には資本金は 50万円であったが､

1900年に 50万円を増資 したO さらに11905年資本金を 200万円に増加 した.

その後､支店網拡大政策の進展 とともに､自己資本の充実が必要 とな り､1917

年長岡銀行は再び増資 し､資本金を 400万円としたOその後､合併 とともに､

資本金 も増加 した｡1922年東京栄銀行の合併により､資本金は 1,100万円に

増加 した｡さらに､見附銀行め合併により資本金は 100万円増加 し､1,200万

円になった｡

第一次大戦後の六十九銀行が貸出を引き締 めることによって､業績は徐 々に

回復 したのに対 し､長岡銀行は､｢東京重視の経営戦略｣108をとっていた｡ 前

述 したように､長岡銀行は､東京栄銀行を合併 して 4店舗 を継承 し､東京での

活動拠点を増や した｡ しか し､19･23年の関東大震災によって､東京店舗は大

きな被害を受け､貸出金の多 くは回収困難 とな り∴.その政策 を変 えざるを得な

かった｡さらに､昭和初期 の金顧恐慌によって､取引先が決定的打撃を受けた

ため､滞貸金が さ●らに拡大 した｡これの処理のため､長南銀行は減資す ろこと

を決めたO このように､長岡銀行は明治､大正期 には､積極的な政策 をとり､

資力を拡大したが､関東大震災以降､大きな打撃を受け､さらに昭和に入って､

金融恐慌 とそれに続 く不況が長期化する中で､縮小均衡政策を取って､内部整

理 を重点に置き､銀行合同に参加す る余裕がなかったD

(2) -.県二行 と長岡財界人の動き

1920∴年以降県当局の主導で､上中下越の 3地方に分け､銀行合 同協議会が

結成 され､それぞれ が合同を進めた｡当初か ら､長矧銀行 と六十九銀行の合併

が勧められたが､両行の抵抗によって､実現をみなかった｡ 昭和期 に入 ると､

政府は銀行合同政策をさらに強化する方針をとっ串｡さらに 日中戦争が長期化

し､戦時統制が強化 される中で､銀行合同政策は一県一行 に向かったoしか し､

108 前掲 ｢両大戦間期における新潟県の産業発展と企業家グループ (中)-新潟 ･長
岡 ･高田市の場合｢｣47ペ｣ジ｡
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この合同政策は ､銀行の健全性を確保すると同時に､戦時経済にむけて資金を

効率よく軍需産業に動員す る体制を作 り上げることが 目的であったため､貸出

は中央に集 中し､地方経済の発展を阻害する側面を持っていた｡

1940年に､新潟県内の普通銀行は第四銀行､新潟銀行､六十九銀行､長岡

銀行､百三十九銀行､柏崎銀行､安塚銀行､能生銀行の 8行まで減少 した｡ (義

43参照)｡大蔵省 は､これ らの銀行の代表者に.県内一行に合同するよう説得を

開始 したO その うち､特に反対が強かったのは長岡であったO ｢長岡市 より本

店銀行を失 うことは､事業界にとって影響少なか らず､由ふ しき大事なれば､

本問題をひ とり銀行 当事者やみの交渉にゆだねてお くは心もとなし｡｣109とい

う意見が出されて､当時､長岡市長の松田新平､長岡商工会議所副会頭の坂井

新次 ら 5人が大蔵省 に ｢陳情書｣.を出した｡陳情書の論点は､｢-､本県力大

県土シテ而モ深雪地ナル為メアラユル施設機構ガ三ブロックニ 自然に分割セ

ラレアル コ ト､二､三ブロックハ資金運用上 自給 自足ニシテ且ブロック内商工

業 卜特二密接ナル関係ニア リ銀行機能ヲ充分発揮 シツヽアル コ ト､三､長岡二

於ケル両銀行ハ其 ノ歴史古 クアラユル文化 ノ中心 トシテ地方開発二貢献 シツ

ヽアル コ ト､四､長岡二於ケル両銀行力合併セハ他県ノー県一行乃至二県一行

ニモ匹敵スル資本金及預金 ヲ有スル有力銀行タ リ得-キコ ト､五､長周 力県下

二於ケル商工 業 ノ中心タル コ ト｣110か ら､一県一行は ｢地方産業ハ其発達 ヲ努

戟セラル ヽノミナラスアラユル経済文化ハ婁摩沈滞 ヲ来シ官民一体糞フ トコ

ロノ高度国防国家建設 ノ為メ反ツテ逆効果｣111となるため､｢六十九銀行 と長

岡銀行の合併により本店銀行を存続 させる必要性｣再 を訴えること｣こあった｡

一方､新潟実業組合聯合会 も陳情書を大蔵省に提出し､一県一行Jj:｢地方銀行

ノ特色 ヲ失ハシムル ノ結果 トナ リ延 ヒテ中小商工業者 ノ金融難 ヲ-膚深刻化

セシメ地方産業 ノ健全ナル発達ヲ阻害｣113するものであ り､第四銀行､六十九

109 前掲 『創業百年史』473ページ｡
110 ｢新潟県下銀行合同二関シ陳情ノ件｣(前掲 『日本金融史資料 昭和続篇 第二
巻』14卜142ページ)｡
111前掲 ｢新潟県下銀行合同二関シ陳情ノ件｣(前掲 『日本金融史資料 昭和続篇 第
二巻』142ページ)｡

11ヱ 前掲 『創業百年史』473ペ.-ジ｡
113 ｢合併銀行∴関係資料 (総括)｣(第四銀行保存資料)
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銀行 と長岡銀行の ｢急激ナル大合同｣114を避けるべきであると訴 えた｡

さらに､長岡出身の海軍大将山本五十六もかつぎだ して政府を説得 した｡ そ

の結果､政府は ｢新潟県は大県なれば､さしあた り県下二行｣115を決 め､六十

九銀行 と長岡銀行の単独合同に同意 したO

(3) 長岡六十九銀行 (北越銀行)の設立

六十九銀行 と長岡銀行は､,同じ地域の二大銀行 として､｢両行 の勢力は必ず

しも相反発す るわ けではないO株主関係に於いても山口誠太郎が六十九銀行の

株主であるのを始め として両行共通のものも少 なく貸出先か ら云っても長岡

銀行の重役にして六十九銀行から多額の資金を借入れて居 るものもあ り､殊に

長岡銀行は資本関係に於いて個人的色彩が濃厚であるが､六十九銀行は個人的

色彩が濃厚でない と云 う点か らも長岡､六十九の対立関係 は妥協 を許 さゝる程

甚 しくないと｣116

このよ,うに緊密な関係 を持っていた六十九銀行 と長岡銀行は､政府及び県当

局の銀行合同政策の下で｣1942年 12月新立合併によらて長 岡六十九銀行(1948

年 10月 1･日北越銀行 と改称) として生まれ変わった｡ 合併の理 由については

｢合併理 由書｣が記 している｡

株式骨社六十九銀行

株 式 骨 社 長 同 銀 行

合併理由書

六十九銀行 上長同銀行 トハ､共二其本店ヲ長岡市 二 置 キ 永年県下金融界二貢

献シ来 レルモノニシテ､最近 ノ業績ハ何 レモ順況 二 推 移 致 居候

然 ル ニ 両銀行 ハ 其 ノ株 主 ノ大 部 分 ヲ共通ニシ､努 々時勢 ノ進 運 二伴 ヒ相 互 二 分

立 シ テ 門戸 ヲ張ル ノ決 シテ得 策 ナ ラザル ヲ夙 土 当事 者 間 二於 テ罷 メ′ッ ヽア リ

シ ガ､機 未 ダ熟 セ ズ シテ今 日二及 ビ居候処､今 回御 省 ノ御 斡 旋 卜御 指 導 二 基 キ

1r4 前掲 ｢合併銀行関係資料 (総括)｣
115 前掲 『創業百年史』474ページ｡

116 前掲 ｢新潟県の資本家 と其分野 (前掲 『日本金融史資料 昭和続篇 第二巻』42

ページ)Q
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急速二機運動キ､玄二両行合併二因 り新銀行ヲ設立スル コ トニ完全二意見ノー

敦ヲ見タル次第二有之侯｡

右実現 ノ上ハ､両行多年 ノ借用基盤 卜経験 上ヲ基礎 トシ国策ノ趨 ク処二順応シ

テ経営ヲ合理化シ､弥力上ニモ行礎ヲ堅実肇固ナラシメ益々銀行本来 ノ使命二

精進シ､以テ金融報国ノ誠 ヲ轟ス決意二有之侯

本合併ハ両銀行株主,取引先ハ固ヨリ県下経済界一般 ヨリモ極 メテ時宜ヲ得

タル施為 トシテ歓迎支援セラル ､所,是亦敢テ新銀行発展 ノ堅キ礎石'ヲ為スモ

ノ下確信スル次第二有 ノ候O

右合併理由具 申侯也

昭和拾七年九月十五 日

一株式会社六十九銀行

取締役頭坂 鷲尾徳之助

株式会社長岡銀行

取締役頭取 '山 口誠太郎｣117

六十九銀行 と長岡銀行 の合併は､本店が ともに長 岡市にあったこと､ともに

銀行経営は順調であった こと､両行の株主の多 くが共通 していたこと､等を合

併の ト理 由としてい る｡合併の目的は経営基盤 を強化す る点にあった｡生まれ

変わった長岡六十九銀行は､旧六十九銀行の 23支店 と旧長 岡銀行の 15支店を

もって､37の支店を設置 した(表 84参照)0

117 前掲 『創業百年史』475ページ｡
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表 84 長岡六十九銀行設立当初の営業所一覧

.店 名 所年地 lFl銀行店名 店 名 所在地 旧琴行店名

本 店 長岡市表町3丁目 六十九 ,本店 音町支店 新潟市音町通6番町 ･長岡 新潟

鼻岡支店 長岡市本町2丁目 ･長■岡. ._本店 燕支店 西蒲原郡燕町 六十九 棉

千垂支店 長岡市千手町3丁 目 長岡 千手 青田支店 西蒲原郡膏田町 六十九 貫層

関東町支店 長岡市関東叶 六十九 関東町 寺泊支店 -三島郡寺泊町 六十九 寺泊

新町支店 長岡市新町1丁月 大{九 串町 ･与板支店 三島郡与板町 六十九 ･与姦

糸魚川支店 画東城郡糸剰 [甲 長岡 ∴､準魚川 脇野町支店 手島郡脇野町 大十九 脇野町

･高由支店 高田市本町5丁目 _哀岡 高田 関原町支店 三島郡関原町 不十九 由原

栃尾東支店 古志郡栃尾町 . 長岡 軍属 '小千谷支店 北魚沼郡小千谷町 長岡 小千谷

栃尾酉支店.古志郡栃尾町 六十九 栃車 十日町支店 北魚滑郡十 日町 六十九 十日町

見附東支店-南蒲原郡見附町大字本町 卑岡 見附 ､沼千手支 稚魚沼郡千手町 ･六十九 千手

五泉支店 中蒲原郡五泉町 . 長岡 五泉 小出支店.̀北魚沼郡小出町 ･六十九 小出

水原支店-北蒲原郡水原町 長岡 水原 六日町支碍 北魚沼郡六 日町 六十九 六日町

新発田支店 北蒲原郡新発田町 長岡 新発田 東京支店 東京市 日本橋区大伝馬町lT 長岡 東京

出所 :前掲 『創業百年史』481ページ､表 卜8｡
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表 85 長岡六十九銀行引継貸借対照表 (1942.12.7現在) 単位 :千円

資 産 六十九銀行よ り引継ぎ分 長岡銀行 .よ. り引継ぎ分 合計 負 債 六十九銀行よ り引継ぎ分 長岡銀行日よ り引継ぎ分 合計

東 金 預 ケ金勘 定 2,655 ~2,356 5,011預 金 勘 定 67,43g 66,098 133,536

国 債 25,575 ･37,619 63,194 別 段 預 傘 986 申9 1,665

地 方 ..倭 預 金 手 形

外 国 証 券 ･965 118 1,083 線 置 貯 金 ･108 538 ･446

社 . _倭 Y16,404 4,495 20,899借 用 金 勘 ∫定

:株 式 4,402 2,782 7,184コ.- ル 与.ネ 1- 1,860 1,.800

銀行引受手形 外 国 .為 替 勘 定 1 1

手 形 貸 付 18,755 _22,559 41,314雑 勘 定 1,273 863 -2,136

証 書 貸 付 1,358 ･651 2,009 未払配当金 5 4 9

貸.付 有 価 証 券 ,447 447経過割引料其ノ他 66 79 ･145

外 国 為 春 野 定 4 .､4金和子諸税其ノ他 61 _55 lI6

動 産◆不動産勘 定 674 -553 1,227練 .主 勘 定 7,978 i.5,376 13,354

注 :残余財産には除外財産を含まない｡

出所 :前掲 『創業百年史』,479ページ､'表1-7

一方､旧両銀行の資産 ･負債は残余財産を除いて新銀行 に引き継がれ､新銀

行の預金は 1億 3,353万円､貸出金は 5,346万円､有価証券は 9,236万円､資

本金は 1,109万円でスター トした(表 i5参照)Oとの資本金は旧六十九銀行の

公称資本金 1,318万円と旧長岡銀行の公称資本金 900万円をそれぞれ半減 した

上で合算 Jしたものであったoその理 由は ｢資本の負担 を減少 し､経営を肇固な
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らしめ､低利なる奉仕に耐えて国策に順応す るため｣118とされている｡

2 長岡六十九銀行 (北越銀行)を中心 とする銀行合同

(1) 銀行合同と株主変化

第 1次世界大戦後､反動恐慌､∴関東大震災､金融恐慌､昭和恐慌が相次いで､

経済は常に不安定であLった∴特に地方に散在 している中小銀行の多 くは､利鞘

を稼 ぐ不健全経営のため､経済変動に弱く､倒産が相次いだ｡地域金融を安定

させ るため､政府は､銀行合同政策を実施 した｡政府は､経営基盤 を強固にす

るため､一県-行とい う方向-誘導 したが､各地の実情によって､一部の県革ま

一県二行又は一県三行 とい う結果 となった.新潟県の場合､一県二行 とい う癌

果であった｡すなわち､第四銀行 と長岡六十九銀行 の二行である｡

表 86で分かるようくに､六十九銀行 と長岡銀行 との銀行合同以外 に､長岡六

十九銀行におい七は､12件の銀行合同が見 られ る｡その うち 11銀行は六十九

銀行に合併 したOそれ らの銀行は､いずれも中越地方にあったものであるO ま

た長岡銀行 については∴銀行合同に消極的であったことは前述 した｡

他方､新潟県主要銀行合併情況については､表 44が示す よう1こ､両大戦間

期 において､新潟県では 65行の銀行合同が行われたO･その うち､第四銀行-

の合併が最 も多 く､21行であり､3割以上を占めている｡ 第二に多い銀行は､

六十九銀行の･11行であるO時期別に見ると､六十九銀行は､大正期の合併は

1行のみで､この時期は合併にやや消極的であった｡しか し､昭和期 に入って

中越地方の銀行合同 の中心 となり､活発にヰ越地方の銀行 を放 り込んだ｡そ し

て､無資格銀行存続の猶予期限が切れる 1932年までに 6行 を合併 し､その後､

1940年までにさらに4行 を合併 したO-方､長岡銀行 についは､大正期に､

東京栄銀行 を合併 して､東京市内に4店舗 を増設 し､さち に見附銀行 を合併 し

て､積極的に規模を拡大 したが､昭和期には ｢減資を余儀なくされた事情 もあ

118 前掲 『創業百年史』480ページム
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って合併銀行は 1行 もなかった｣ 119｡

表 86 長岡六十九銀行 を中心とする銀行合同

銀行名 所在地 設立 資本 合併竿 合併先銀行等

六十 九銀行 . 長 岡 p1898 420 1~942 -長岡六十九銀行I(1948年に北越銀行と改称ト長岡銀行 長岡 1896 400

長 岡貯曹銀行.(1921年長岡商業銀行と改称) 長岡 1918 50 .1929 六十九銀行

越見銀行 ▲南蒲原郡 1898 50 1923 六十九銀行

見附銀行 … 帝蒲虎郡 18如 ･40 1922 長岡銀行

三 島農商銀行(.1920年脇野町銀行と改称). 三島郡 189畠. 10 1927 六十九銀行

神谷銀行 三高郡 1.916 . 50 ●1934 六十九.銀行

関慮銀行※ 三島郡 189.9 .1.0 1931 六十九銀行

栃席 銀行 古志郡 1883.. 50 1934 六十九銀行 ヽ

注 .:※は銀行法による無資格銀行である

出所 :表 55の一部 を抽 出 したものである.

119前掲 『創業百年史』265ページ｡
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以下では､昭和期 において積極的に 10行の銀行合同を取 り込～だ六十九銀

行を中心に､考察をすす める｡

株主の構成をみると､表 87が示す ように､六十九銀行は､合併により小株

主が増加 し､1人平均の持ち株数は 1925年の 62株か ら 1939､年の 44株にまで

減少 した0,-方､大株主についてみると､193Ll年の関原銀行買収によって同

行の専務取締役であった近藤勘治郎が筆頭株主 とな り､更に 34年神谷銀行の

合併により､同行社長であった高橋友二郎が上位の大株主 となった｡ 六十九鍍

行は､合併の度に株主数が増加 し､株主分布 も中越地方を中心に県内全域 に拡

大 した｡

表 87 六 十九銀行の株主構成の推移

期 .未 ･＼総株主数 .株弐数 . ･内 20.0株以上大株主

1925′下 3,295. 206,000 62 228.. ･116,268

1927.下~.. 3,.890 ･219,000 56 .227 117,47.9

出所 :前掲 『創業首年史』288ページ､表 3-210

(2) 銀行合 同と規模拡大

昭和期に入って､六十九銀行は､,1920年の反動恐慌後の経営悪化か ら立ち

直 り､為替取引J資金面 などを通 じて中越地方の中心的銀行 として､堅実な経
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営基盤 を作 り上げた｡それを背景に､六十九銀行は､中越地方 を中心に､積極

的な銀行合同を展開 し､10行の銀行合同を行 った｡ これ らの銀行 を合併す る

ことによって､経営基盤は強化 されT=O表 88でわかるように､合併によって､

六十九銀行の支店は 20店舗増加 して､長岡市を中心 とする中越地方のリーデ

ィングバンクとしての地位を固めた｡

表 88 合併による開設店舗一覧

脇野町支店 1927年4月1日 三島郡脇好町村大字脇野町 脇野町銀行合併

小出支店 i927年10月1日 北魚ぬ如 ､出町大字小出皐 六日町銀行合併

大崎支店 . 1927年10月1日. 南魚沼郡木崎村大字大崎 大_日町銀行合併

襲町支店 .. 1929年4月1日 長岡市衰軒 . 長岡商業銀行今併

宮内支店 1.9才9年4月1日 古志郡上粗相大字宮内 長岡商業銀行合併

与嘩支店 19甲年4月1日 三島郡与板町大字与板 長岡商業銀行合併

寺泊支店.㌔ 1929年4月1日 三島郡寺泊町大字寺泊 寺泊銀行合併 .

関原支店 1931年12月1日 三島離関原村大字関原 蘭原銀行買収 ..

吉田支店 i932年1月2叩 西蒲原郡吉田町大字吉田 今井銀行買収

浦佐支店 :､ 1933年12月9日 南魚招郡帝佐町大字浦佐 小坦銀行合併.

大割野支店 1934年4月1日 中魚将郡下船痩村 . 十 日町銀行合併

来迎寺支店. 1934年4月1日_ 三島郡来迎寺村大字束迎寺 神谷銀行合併

出所 :前掲 『創業官年史』271ページ､表 3･｣170
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また､資本金か ら見ると､表 89が示す ように､六十九銀行は､1926年末の

資本金 1,･030万円か ら､合併による 6回の増資により 1934年 には資本金は

13,180万円となったO -方､この時期 には､不況のため､資金需要が乏 しく､･

合併による以外は一度の増資も行われなかったO

表 89 六十九銀行の資本金の推移

増資年月 1. 堰. 資 額 資 本 金 被合併 銀行名

1926年 . 10,.300

1̀927年 4月 200 10,500 脇 野 町

･1929年 4̀月 1,570 12,520 ･長 岡商業 .寺泊

1933年 12月 . 1.40 12,-_660 小 . 由

1934年 4月 270 12,930 十月 町 .神谷

出所 :前掲 『創業百年史』､286ページ､表 3-200

以上のように､銀行合同は､六十九銀行に規模拡大の機会をもた らした｡政

府主導による銀行合同を経て､六十九銀行は資本力が増加 し､中越地方の リー

デ ィングノLiンク- と成長 した｡

一方､10,行の うち､,関原銀行のように､銀行法の改正により無資格銀行 と

なったものもあればJ寺泊銀行のように､政府の指導によって合併 されたもの

もあった｡政府の銀行合同政策が各銀行の六十九銀行-の合併の主要原因であ

ると考えられる｡ しかし､各銀行はそれぞれの事情を持っていたのであって､

政府の銀行合同政策だけで六十九銀行-の合併を決めた とな考えにくい｡そこ

で､次に個別の銀行を考察す る｡ ′
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(3) 個々の銀行の合併

1) 越見銀行

南蒲原郡見附町にあった越見銀行は､1898年に資本金 5万円で開業 し､機

業家及び近郷農家を主要取引先 として､業容を拡大 した｡ しかし､大正期に入

り､預金の主要取引先の積善組合の不正事件の発覚を契機に車こ大きな打撃を受

けた｡さらに､1919年下期には､大 口貸出先東洋物産会社の船の沈痩 により､

貸付金の回収が不可能 とな り､同行 の営業は悪化する一方であった｡当時､越

見銀行は払込資本の三分の一に相当する 15万円の滞 り貸 しを持っていたO 越

見銀行は､当初長岡銀行 との合併を希望 したが､不調に終ったため､六十九銀

行に合併 を求めたO そして 1923年に六十九銀行法合併 したO 合併条件は､合

併比率を 5対 3七 し､ほかに株主交付金 9万円を支給す るとい うものであった一｡

さらに､合併後 1年以内に予定欠損金額 (15万)に過不足を生 じた場合は役

員個人の負担 とするとい う内容も加 えられた｡ 表 90は､合併直.前の越見銀行

の貸借対照表である｡ この表からわかるように､貸出金は､預金をはるかに上

回って､著 しいオーバー ローン状態であった｡

151



表 90 越見銀行貸借対照表 (1923.6.30現在) 単位 :円

餐 .産 負 .倭

現傘有高 23,7'02 預金勘定 281,213

害帽ー手形勘定 218,302 定 期 預 金 . 62p,784

盛付金勘定 454,.191. 貯金代魂店預金 2,301

_手 p.廟 _貸 付 19,300･他店 よ.り借.. 21,.320

当 座 貸 越 124,743 株主勘定 58.4,511

＼他店-貸 49,117 # ,本 & 500,000

叡産不動産勘定 4,87g .法 定 準 備 金 42,000

出所 :前掲 『創業百年史』391ページ､表 4-35

2) 脇野町銀行

18.95年､脇野町村 とその近郷の地主､商工業者 12名 により､資本金 5万円

の株式会社三島農商銀行が設立 されたol主要貸 出先である酒造業が安定 してい

たた め､オーバー ローン状態ではあっ･たが､経営は比較的安定 していた｡ 大正

期 に入っても業績は順調 に伸びた｡1920●年 3'月三島農商銀行 は､商号 を株式

会社脇野町銀行 と変化 した｡昭和期に.入って､政府の銀行合同政策が強化 され､

経営 内容が比較的よかった脇野町銀行は､｢時世の大勢 に鑑み､経営の堅実な

152



うちに大銀行 と合併 したほ うが望ま しい｣120との判断か ら､合併に踏み出 した｡

その際､親銀行の六十九銀行に合併を求めた01927年の合併後､脇野町銀行

はヾ六十九銀行の支店 と･.して継承 され､更に∴脇野町銀行の専務取締役河内道

教は､支店の支配人に就任 した｡ 脇野町銀行の合併によって六十九銀行は､

三島郡の基盤を固めなが ら西蒲原郡-進出していった｡

3) 六 日町銀行

1898年､.南魚沼郡内の地主､商人により､資本金 10万円の六 日町銀行が設

立 ざれた∴主要産業である米作 と蚕糸業の発達 により､営業は順調であった｡

しか し､反動恐慌以降､琴糸業の経営が悪化 し､米価 も下落 した｡その影響で､

業容は悪化 した｡ 多額 の固定貸 しを持っていた六 日町銀行は､六十九銀行 とは

製糸金融 ､ .為替取引を通 じて創業当初から親子関係にあったO営業が行き詰ま

り､県当局の合併勧嚢 を受けて､六 日町銀行は､1927∵年六十九銀行 に合併を

求めた｡初め､悪業績めため､合併交渉は難航▲した｡そ の後､よ うや く 1927

年､合併契約を締結 したO 六十九銀行はこの合併によって､北魚沼郡及び南魚

沼郡への進出を果た した｡合併条件 は､六 日町銀行の 1株 50円全額払込済株

式 1万株に対 し､六十九銀行の 1株額面 50円全部払込株式 9000株 を合併前 日

に最終株主に公布 し､更に株主交付金 5万円及び解散手当 8000円を交付する

ものであった｡合併後､六 日町銀行本支店は､六十九銀行の六.日町､小出､大

崎支店 として継承 された｡

4) 寺泊銀行

1896年､資本金 10万円をも.って､寺泊銀行が設立された｡同時期 に設立さI

れた三島農商銀行 (1895)､与板銀行 (1896)､北越銀行 (1896)､関原銀行 (1898)

と比較すると､庵 行がほ とん ど地元の地主及び商人の出資であったのに対 し､

寺泊銀行の株主は県内各地及び県外にも及んでいた(表 91参照)O開業以降､

寺泊銀行の業績は順調であ り､預金 も貸出金 も伸びた｡1926年､地蔵堂銀行

120 前掲 『創業百年史』272ページO
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を合併 し､資本金は 110万円になった｡ それ以降､長期の不況によって､業績

は伸びず､預金 も貸出金 も 1926年合併直後の数値 を超えることはなかった｡

政府の銀行合同政策の強化の中､1927､年 10月大蔵省銀行検査官が銀行合同の

促進のために長岡を訪れた際に第四銀行 と合併を希望 した寺泊銀行は､取引先､

株主の反対によって､これを実現できなかった｡反対の理 由は ｢取引者の不便

もあり､又影響するところも甚大｣121であるとい うものであった｡ そ して 28

年､一転 して六十九銀行 と､合併する考えを示 したO その経緯は､下記の文に述

べ られている｡

｢大正十一年燕銀行は第四銀行に合併 された｡そ してやがて第四銀行 と寺泊

銀行の合併の話が嘩ち上がってきた;亘して､ほとん ど決定 して しまったO 田

野 さん (寺泊銀行燕支店長､田野三着衛門)は､(中略)寺泊銀行が第四銀行に

合併 して しま うと(中略)第四銀行の独 占になって､結果的には町が発展 しな く

なると考えた｡(中略)田野 さんは銀行の重役たちに自分の考えを話 した｡さい

わい重役たちは田野 さんの意見に耳を傾けた｡寺泊銀行は六十九銀行に合併す

ることになったのである｡｣122

1928年 12月 21日両行は合併契約を結び､翌 29年合併 し､そ して寺泊銀行

本支店は､それぞれ六十九銀行の寺泊 ･燕 ･島崎 ･地蔵堂支店 として継承 され

た｡

121 『.北越新報』1928年､11月 30日｡

122 捧吉着工門:『日本洋食器史一燕があるいた六十年』叢文社､1971年､36ページ｡

154



表 91 寺泊銀行株主分布状況 (1896.12.31現在)

三島郡寺拍町 名66 樵613 %30.65 三島郡島崎村 名2 .樵47 ro2.35

西蒲慮郡地蔵堂町 15 121 6.05 古志郡千手町 2 4.0 2.00

酉清廉郁中島村 15 98 4.90 三島郡中越村 2 29 1.00Y

西蒲原郡国土村 13 66 .畠.30 西蒲原郡桜井郷村: ∴2 15 ･0.75

三島郡善高村 10 34 1.-.70 三島如小島谷村. 1 30 1.50

中質城直江津町 9 ~160 8.00.西蒲原郡牧ケ花村 :1 22 1.10

東京 6 1140 7.00 三島郡夏戸村 1 ..15 0..75

三島漁村 6 21 1.05 刈羽郡柏崎町 1 10 0.50

新潟市 4 8.0▲4.00 小樽 . ･1 10 0.50

西蒲原郁粟生津村 ･4I ･19 0.65 その他16町村 16 113 .5.56

古志郡草生津町 3 30 1.50 て合 計.. 219 2000 100..00

出所 :前掲 『創業百年史』376ページ､表4-27

5) 長岡商業銀行

1917年に設立 された長岡貯蓄銀行の資本金は 50万円であった｡この銀行の

役員の多 くは､六十九､長岡両行の大療主であった(表 92参照)｡1921年､長

岡貯蓄銀行は普通銀行に転換 し､｢長岡商業銀行｣に商号 を変更 しく その後､

順調に発展 していた ｡ 1922年､役員､株主､資金面を通 じて関連の深かった

長岡信託㈱を合併 し､資本金を 120万円に増加 した｡一方､昭和期に入って､

長岡商業銀行は政府及び県当局の銀行合同奨励に際 して､株主､役員及び取引

先の｣大半が六十九銀行七共通関係を持っていたこ とか ら､1929年六十九銀行

と合併す ることになった｡ また重役の一部 も長岡銀行 と重なってお り､彼 らも

六十九銀行 と長岡銀行の合併を望んでいた｡｢頭取小川清之輔ハ過般銀行合同

勧奨 ノ為来越セル銀行検査官駒井重次二対シ他 日六十九､長岡両銀行合併実現

スル コ トアラバ長岡商業銀行モ即刻其合併に参加ス｣123る意向を表明した｡

123 ｢長岡商 業銀行 ノ合併問題二関スル件｣(前掲 『日本金融史資料 昭和続篇 第
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このように､脇野町､六 日町､寺泊､長岡商業の 4行 を合併 したことによっ

て､六十九銀行 は､.11支店 を増設 して､17支店を持つ ことにな り､営業範囲

も南魚沼郡､北魚沼郡､三島郡に拡大 した｡

表 192 長岡商業銀行役員表

役 職 .氏 .義 身. 分

専務取締役 .. 小川清之嘩∴ _長 両市∴会社役員.

取締壷 山口健造 ･長岡市､肥料､酒類商

由蹄役 小板伝之助 長岡市､.醤油醸盛業 ..

.取締役 池 田革帯 長 岡市､呉服｣太物商

監査痩 鷲尾徳之助 長岡市､製油｣肥料商

.監査役 . 田村豊太郎 .. 長岡市､.紙商

藍査役 遠藤藤平. 長岡満∴~弁護士､.地主

出所 :前掲 『創業百年史』431ページ

6) 関原銀行

1898年､関原銀行は三島郡関原村 に設立 され､第六十九国立銀行 か ら委託

され た専売所の買い上げた葉煙草の代金支払い事務 を取 り扱っていた｡設立時

か ら頭取 を務 めた遠 藤六太郎 と実務 を担 う専務 にあった近藤勘治郎 により､優

良な資産 内容 と堅実経営を誇っていた関原銀行 は､｢銀行法｣により無資格銀

行 となったため､合併を行わざるを得なかったO -方､遠藤は､第六十九国立

銀行時代か ら同銀行の取締役であ り､､近藤は､六十九銀行頭取であった長部松

三郎の求 めたより､六十九琴行に入って､･本店支配人 も務めて､1920年取締

役 とな り､22年には専務 に就任 したO｢六十九銀行 と関原銀行 とは､近藤や第

ニ巻』121ページ)0
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六十九国立銀行時代の明治 24年か ら取締役を務めていた遠藤 との緊密な人的

結びつきにより､『親子関係』 と目されていた｣124｡27年､大蔵省銀行検査官

が銀行合 同勧奨のため長 岡を訪れた際､関原銀行は六十九銀行 との合併の意向

を表明 した｡丁銀行合併二就テハ先般本県当局 ヨリ御勧メニ封シ昔時御返事申

上置侯処新銀行法御施行 ノ上ハ此尽存続ハ不可能 ノ事ニ.シテ増資ニハ幾多ノ

困難モア リ自然合併 ノ∵外無キ実情ハ重役一同ノー致セル意簡 二侯モ株主取引

者等 ノ意見禾ダ熟セサルモノア リ此際一気可成ノ合併ハ覚束無 ク侯 力少 シク

時 日ヲ御催シ下サ レ侯-バ近キ将来と必ズ御勧奨 ノ趣 旨二従 ヒ可成早ク実現

可 申侯而シテ其合併先ハ特殊 ノ関係 ある六十九銀行 ヲ選 ビ同行二は或程度迄

ノ諒解アルモノ ト思料仕侯｣1250

関原銀行は■､合併の形 をとらず､解散 て買収の方法により､1931年に六十

九銀行に吸収 された｡

7) 今井銀行

卑蒲原郡吉 田町にあった今井銀行 も関原銀行 と同じく､買収 によって六十九

銀毎 に吸収 された｡今井銀行 は､西蒲原郡 を代表す る有力者の今井家が出資 し

て設立 された銀行である｡1900年今井家が出資す る合資会社今井銀行 を設立

したO今井銀行は 北洋漁業､甲漕業､製薬､酒造業､吉田病院な ど多 くの家業

を経営す る今井家の ｢会計部｣としての機能を持っていたt.そーの後､資金需要

の増大に応 じて､1916年合資会社 を解散 し､株式会社今井銀行が設立 されたO

同行の取引関係は､第四銀行､六十九銀行｣新潟貯蓄銀行､三条銀行等県内各
L一

行 に及んでいた｡政府の銀行合同政策の下で ｢時代 ノ大勢 ヨリ金融統一ノ上 ヨ

リ将 夕又財界 )発展 ノ発展1=鑑 ミ寧 口今 日進 ンテ優良ナル相手 ヲ求 メ之二合

併スルハ時宜羊適スル進退｣126と判断 して 1932年 1月､六十九銀行- 16万円
■一

で営業譲渡 した｡ 127合併条件は以下の通 りであるO

124前掲 ｢両大戦間期における新潟県の産業発展 と企業家グループ (中)-新潟 .,長

岡 ･高田市の場合-｣55ページ｡

125 節掲 『創業百年史』277ページ｡
126前掲 『創業百年史』､416ページ0

127 前掲 ｢両大戦間期における新潟県の産業発展 と企業家グループ (下)一郡部の場

令- ｣9卜92ページO
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｢(1) 六十九銀行は今井銀行を合併 し,債権 ･債務 を引き受 けること

(2) 六十九銀行は吉田町に支店を開設すること

(3) 六十九銀行は今井銀行を 16万Fqp(うち解散手当て 1万円を含む)の現

金 をもって買収すること

(4) 合併期 日は昭和 7年 1r月 26日とする

(5) 今井銀行の 6年下期配当は年 5%の割 とすること

(6)･六十九銀行は今井銀行の行員を採用す ること

(7) 現在の店藤は今井家に譲渡 し､六十九銀行は吉 田町の 目抜きの場所に

新たに鉄筋コンクリー ト造 りの店舗を建築すること｣128

8) 小出銀行

小出町は県内第-の製糸業地帯であり､早 くも 1882年小出金融社が小出地

方の地主､商人 ら 11人によって設立 された｡その業務の中心は､製糸金融で

あった｡1893年 ｢銀行条例｣により､小出金融社は普通銀行に転換 し､株式

会社小出銀行 として発展 した｡業容は順調に拡大 していた｡ しか し､1920年

以降対米生糸輸出の激減 により生命価格が暴落 し､蚕糸業界に大打撃を与え､

小出銀行 も打撃を受 けた｡以降､業容は悪化 した｡昭和期 に入 り､銀行合同が

強化 され､小出銀行は､親子関係･にあった雷土銀行 (南魚沼郡三用材)を合併 し.

た｡その後､県内中小銀行が第四銀行か六十九銀行に相次いで合併 され､1933

年 に北魚沼郡内では独立 した中小銀行は小出銀行のみ となった｡小出銀行は設

立当初か ら､六十九銀行 を通 じて北魚沼地方に製糸金融を行 うな ど､両行は密

接な関係にあった｡そのため､周囲の情況 と経営の悪化を考慮 し､小出銀行は､

政府及び県当局による銀行合同勧奨に従って 1933年 に六十九銀行 との合併を

行 ったO

-方､六十九銀行 は 1927年に六 日町銀行を合併 し､すでに小出町に小担支

店を設置 していたが､小出銀行 との合併により､南 ･北魚沼地方の主要地の大

半に支店網を拡大 した｡

128 前掲 『創業昔年史』417ページ｡
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9) 十 日町銀行

1898年､県知事､郡長の強い勧奨により織物買継商の有力者を中心に､十

日町銀行が設立 された｡1920年の反動恐慌は､十 日町地域の織物関係業者に

大きな打撃を与え､それを基盤 としていた十 日町銀行の業績 も次第に悪化 した｡

昭和期に入 り銀行合同の動きが強 くな り､当局の強い勧奨の下で､十 日町銀行

は､役員関係 で琴い繋が り凌 持っ･Tいた水沢銀行を合併 し､資本金を 100万円

に増加 した.0

-方､.北魚沼郡 ･南魚沼郡の各銀行は､1927年から 32年にかけて第四銀行

又は六十九銀行 に合併 され､中魚沼郡だけが孤立状態 となっていた｡ さらに業

績が低迷 したこ とか ら､十 日町銀行 も合併に踏み出した｡合併先は以前か ら資

金関係が深かった六十九銀行に選び､交渉が進んだ｡

1934年の合併の結果､｢六十九銀行は､魚沼地方の主要地すべてに支店を設

置 し 中越地方の リーディングバンクとしての地位 を確立 したのであ.るO｣129

10) 神谷銀行

1916年､神脊銀行 は三島郡来迎寺村に設立■された｡同行は六十九銀行の取

締役 を務めていた三島郡 の大地主高橋九郎が全額出資 して設立 した銀行であ

るo 他の役員 もほとんど社長の子弟､親族で斉 められていたため､当行は､高

橋家の銀行 とい う性格を持ち､資金量は豊富であった. 一方､昭和期に入 り､

政府の銀行合同政策が強められ､三島郡では神谷銀行以外の銀行はすべて他行

に合併されたo神谷銀行 も､合併に嘩み切 卑ことし､合併先は､社長である高

橋九郎親子が六十九銀行の役員を務 め､金融､為替取引など業務面でも関係が

輝かった六十九銀行 に決まった､｡土934年の合併後､同行は六十九銀行の来迎

専支店に継承 された｡

ll) 栃尾銀行

栃尾銀行は､1bo万円の資本金を持ち､六十九銀行が合併 した中小銀行の中

では､十 日町銀行に次 ぐ規模の銀行であった｡栃尾は城下町 として創 られ､1620

129 前掲 『創業百年史飢 2B1ページ｡
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年長岡藩の所領 とな り､代官町として発達 したO 地場産業 として織物機業が発

逮.し､栃尾織物 として有名である｡ こうした背景の下で､1883年栃尾誠借社

が設立 され､1893年 ｢栃尾銀行｣ と改称 し､再発足 した｡ 同行は地場産業の

発展を大きく支えたD しかし､昭和廟に入って､地場産業である織物機業の不

振により資金需要は減退 し､栃尾銀行の経営も悪化 した｡さらに､政府及び県

当局の銀行合同の勧奨によって栃尾銀行は六十九銀行 との合併 を決 めた｡1934

年の合併後､栃尾銀行は六十九銀行栃尾支店 として継承 された｡

12) 堀之内銀行 (合併不成立)

銀行に銀行合同を勧めた｡ その際に､六十 九銀行 と堀之内銀行は､将来合併す

べ く合併協定書 を交換 したOその後､合併の交渉を数回重ねたが､-堀之内銀行

が多 くの不良債権を抱えていたことで､結局合併は実現できなカ.､ったOその後､

1930年に堀之銀行は小千谷銀行 と合併 した｡

長岡六十九銀行を中心 とする銀行合同を表 93にま とめた｡合併の理由は､

主に 2つに分かれる｡ 救済 と規模拡大及び銀行合同政策である｡例 えば､越見

銀行を合併 した場合に接､経営が行き詰まった越見銀行 を合併す ることで､六

十九銀行は､見附支店を開設することができ､本格的に織物金融 を取 り込むこ

とになった｡
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表 93 六十九銀行における銀行合同一覧

･銀行名 . 合野窄 合併タイプ . 琴所 ~ 地方

六 日町銀行 1927 規.模拡大型 . 高~魚由 ･.中越地方 .

関原銀行 * 1931. 底力琴 手島 中越地方

今井銀行 193豆 協云型 甲清廉 下越地方

十 日町銀行 ′1934- 協力型 中魚沼郡. 中越地方

神窄銀行 1934 威力季 ･三 島郡 _. 中越地方

注 :*銀行法 によ り無資格銀行

出所 :前掲 『創業百年史』325-4451ペ ージの内容 よ り､筆者作成O

)

以上､見てきたように､政府及び県当局の銀行合同政策の下で､各銀行は

自身の事情に沿って､合併に踏み出 した｡六十九銀行の場合､長 岡を拠点に､

中越地方に大きな影響力 を持っていた｡六十九銀行が合併 した 11件の うち､

ほ とんどの銀布 は､なん らかの関係で六十九銀行 と深い関係をもっ ていた｡ そ

の点について 日本銀行の資料には次のように書かれている｡

｢今六十九銀行か合併 した銀行 と琴子関係 あ りと認む-き銀行 を挙 げれは

次の通 りである｡

｢親子関係｣ 越見銀行 ･

脇野町銀行

六 日町銀行

寺泊銀行
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1923年 12月合併

1927年 4月合併

1927年 10月合併

1929年 4耳合併



長岡商業銀行 1929年 4月合併

其他左に掲 くる銀行 とも比較的接近 しっ ゝある.

関原銀行

神谷銀行

栃尾銀行

小千谷銀行

堀之内銀行

十 日町銀行

取締役近藤勘次郎は六十九銀行の専務

頭取高橋二郎は六十九銀行の取締役

昭和三年 中合併談あ り成立至 らす

｣130

以上のような関係 を持 っていたため､これ ら銀行は､銀行合同の際に､･地理

上 さらに資金面などを十分に配慮 し､六十九銀行 との合併 を推進 した｡この面 ●

か らも､新潟県が一県二行 となった理 由がわかるO六十九銀行に合併 したこの

11の銀行は､いずれも中越地方にあったO 長 岡銀行-の合併が うま-く行かな

かったため､六十九銀行 に合併 した越見銀行は､合併先 を選ぶ琴､地理的面を

重要視 したと考えられる｡またこれ ら銀行は資金面においで六十九銀行 と密接

な関係をもっていたこきとも､六十九琴行 と合併 した重要な一因であった と考え

られ る｡ 脇野町銀行､六 日町銀行､長岡商業銀行､小出銀行､十 日町銀行､今

井銀行のように､従来六十九銀行 と資金関係が深かったものもあれば､さらにt

神谷銀行､関原銀行のよ うに､六十九銀行 と資金面の関係以外に､株主も重な

って いたものもある｡ 一方､寺泊銀行のように､地域内銀行の合併状況や町の

発展 を配慮 し､六十九銀行-合併 したものもある｡

一方､合併 された銀行 を地理的に見ると.､六十九銀行の銀行合周 は､中越地

方 に集中していた｡今井銀行以外の全ての銀行は､中越地方にあった｡銀行合

同によって､六十九銀行 の勢力は中越地方に拡大 した｡

また､合併の時期 と理 由を見ると､この 11､行の合併は､ どれ も政府の銀行

合 同政策 と関係がない とは言い切れない｡しか し､銀行の状況､政策の進展状 ､

況 を考えれば､3つのタイプに分けることが妥当であろう｡大正期においては､

180 前掲 ｢新潟県の資本家 と其分野｣(前掲 『日本金融史資料 昭和続編 付録 第二

巻』41ページ)｡
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越見銀行甲合併一行のみ であったのに申 して､昭和 期には 10行の合併がみら

れた｡ その理由は､銀行合同め強化であった｡ しか し､比較的早い時期におい

では､銀行合同政策 とい うより､合併の理由は銀行の救済 と規模拡大にあった｡

19t23年越見銀行､1927年六 日町銀行､1929年寺商 銀行の 3行は､経営存続困

難に陥 り､六十九銀行 に合併を求めた｡ 六十九銀行 も自己の経営基盤 を拡大す

るために合併を行ったものであるOすなわち､規模拡大型である｡ しかし､●亘

の後の合併は､どれ も銀行合同政策の強化 によるものであ り､政府､県当局の

干渉が強かった と考えられ る｡ すなわち､協力型である｡ 無資格銀行 になった

関原銀行にしても､周 りの銀行が相次いで合併 され る中での合併であり､取 り

残 された小出銀行 に して も合併を選ばざるを得ない状況 に追い込まれたので

ある｡

こうして､六十jt銀行 は､銀行合同を通 じて､企業規模 を拡大 し､中越地方

の リ∵ディングバンクとしての地位 を確立 したのである｡

長岡六十九銀行は全部で 12件の合併を行ったが､その うち､六十九銀行は

11件､長岡銀行は 1件のみであった｡ 政府わ銀行合同政策の下で､六十九銀

行が積極的に合併を行ったのに対 して､長商銀行は消極的であったO この理由

は経営状況にあった と考 えられる｡ 六十九銀行では 1920年以前は旺盛な資金

需要に応 じて貸 出金が顕著に増加 したOその後 20年以降貸出を引き締める経

営に一転 して､経営基盤 の強化を重視.Lた.その結果､預金､貸出金共に増加

し､業績は回復 したO一方､長岡銀行は大正期に東京重視の経営戦略をとって､

東京に拠点を広げた｡ しか し､1923年の関東大震災で大きな打撃を うけて､

東京重視の経営戦略を変 え･ざるを得なかった｡

太平洋戦争による経済統制の亨で●､政府及び県当局が銀行合同を強力に推進

した結果､両行は新立合併 して長岡六十九銀行が生まれた｡両行 の合併理 由書

には 丁今回御省 ノ御斡旋 卜御指導二基キ急速二機運動キ｣と記 されている｡し

かし､その背景隼は個別 の事情があり､合併が実現 したのであるa･了 方､一県

一行については､長岡の地位低下を恐れる長岡の各界が強 く反落 したこ とによ

って､一県二行 となったのである｡

こうした銀行合同には､政府及び県当局の銀行合同政策が大きく影響 したこ

とは確かやあるO'銀行法の改正､大蔵省銀行検査官の到来など､政府は銀行合
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同を強力に推 し進めた｡ しか し､個別銀行 について考察 した とき､ほとん どの

中小銀行は､自行の事情を十分考慮 した上で合併に応 じたことが明 らかになっ

た｡その結果､新潟県では下越地方は第四銀行､中越地方 は長岡六十九銀行 と

い う住み分けが行われ､一県二行 となったのであるO

他方､銀行合同を通 じて､第四銀行 と長岡六十九銀行は､規模 を拡大 し､地

域経済を支える･大銀行- と歩んでいった｡
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第六章 新潟県におけるその他銀行の銀行合同

1 新潟銀行 .

(1) 新潟銀行の営業状況

新潟銀行は､斎藤 グループに属 した銀行であった01897年斎藤喜十郎を中

心に､資本金 70声円を集 めセ新潟銀行が設立 されたO当時の株主 と役員構成

は､表 94の とお りである｡

新潟銀行の株主及び役員の一部は､第四銀行､柏崎銀行､新発 田百十六銀行

等 と関 りを持っていたO -方､新潟銀行の役負及び株主のほ.tん どほ､下越の

新潟市､北蒲原郡､中蒲原郡出身であった｡また､株主構成か ら見ると､斎藤

家はかな りの株を有 し､経営の中心にあった｡

新潟銀行の特色 としてはし以下の 2点が挙げ られ るO 第-に､斎藤家の地位

が新潟銀行において非常に強固であったことO第二に､新潟銀行は､新潟商人､

実業家たちによって設立されたものであった ことである｡他方､新潟銀行は､

同じ地域の銀行である第四銀行 と.､牒 主や役員などの面で深い関係 を持ってい

た｡

掌た､表 95が示す ように､新喝銀行は堅実経営を行い､預金 も貸出金 も第

四銀行に及ばないとはいえ､蒲原地方の有力銀行 として ｢第四銀行 と括抗する
メ

信用を有 していた｣｡ 131

131 前掲 『第四銀行百年史』693ページC
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表 94 新潟銀行設立時役員及び株主一覧

氏 一考 持株数 役 職 出 ' 身 備 ,考.

斎藤喜十郎 ･800専務琴締役 巌潟亘 代々清酒問屋で大地主であった.海運琴に成功し､1896年新潟硫酸､1897年に新潟電燈を設立した.

斎藤庫吉 6ゝ001専務取締役 新潟甲 斎藤喜十郎の長男

八木朋直 600専務取締役 . 新潟市 -第四銀行の取締役

小沢七三郎 . 300取締役 琴潟市 回細問屋､.-倉庫､-運送業,斉藤家と親戚

円山七衛武 取締役 - 北葦原郡 地主､新発田百十六国立銀行の取締役 .

牧口義方 放線役 メ岬司郡 筆画銀行監査役､′柏崎頭取∴宝田石油､北越鉄道

安宅善平 取森役 新潟由 新潟貯蔵銀行め頭申

関彦太郎 - 取締役兼支配人 新潟市 '新潟商品取引所､,新潟争庫他役員 .

南半之助 . 堅査役. 北蒲原郡 海軍菓

そa}他株主 ~

着果忠作 . 200山本平吉 100田代三吉 100

村田敬治 200大井市次 lop桜尭伊八郎 100

斉藤庫造 ZOO斉藤音作 .100南功を 100

出所 :前掲 『第四銀行有年史』690-691ページにより筆者作成

1920年以降､政府の銀行合同政策が強化 され､新潟の銀行合同は本格化 し

た｡新潟銀行は､積極的に銀行合同◆に参加 し､5行の銀行を合併 した｡それに

ょり､奮本金 も預金 も順調に増え､利益 も増加 したQ しかし､1940年以降､

政府は ｢一県一行主義｣ の下で､◆戦時金融統制を行った｡それによって新潟銀

行は 1943年第四銀行 と合併 した｡
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表 95 新潟銀行 と第四銀行主要勘定の比較 単位 :千 円

年表 ~. 新潟銀行 第四銀行
-預 金 p 貸出金 純利益 預 金 貸出金 _..純利益.:

1902 640 1,704 48 i,878 ･2,一541 .-80

1907. 916 1,067 56 3,675 4,990~ 113

19?1 .6;283 8,.308 i年6 26,707 33,.455 673

1930 llp3,157 15,887 2.59 ■46,.018 501040 177

出所 :前掲 『第四銀行百年度』693ページ､表19｡

(2) 新潟銀行 と銀行合 同

前述 したように､両大戦間期において､新潟銀行は 5行の銀行 を合併 し､資力

も営業範囲も.拡大 した｡合併銀行の状況は､表 96のとお りであるO表にある通 り､

5行は下越地方●3行 と中越地方 2行であ り､合併後新潟銀行の勢力は中越地方ま

で伸展 していった｡

表 96 新潟銀行-の合併銀行一覧

銀行名 所在地 .. 資本金-. 合併実行日. 合併条件.(比率は新潟銀行-1).公̀藤 ･払込

五泉青田銀行 中蒲原郡(下越). 円500,.Loo° 円500,000 1923.40..2対1､65,Ob0円受領 .

出所 :前掲 『第四銀行百年史』693ページ701ページにより､筆者作成｡
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また､銀行合 同により新潟銀行の資本金 も増加 した｡設立時 70万 円であっ

た資本金 は､1920年までに増資の結果 40b万 円となったム さらに､5行 の銀行

の合併を経て､資本金は 640万円となった｡合

以下､新潟銀行 に合併 した個々の銀行 の状況 を説明す る｡

1) 五泉吉 田銀行

1902年 中蒲原郡の富豪吉 田久平 らよ り､五泉町に五泉吉田合資会社が喪立

され たO資本金 は13万円であったO1919年合資会社五泉吉 田銀行 と改称 し､

資本金は 50万 円に増加 した｡ しか し､業績が悪化 したため ｢吉 田家の財産を

守 るため十 132､1923年新潟銀行 は合併 したo 合併の際､株の比率は､新潟銀

行 は､l衷 o.2の割合で､他 に 6万 5;000円が交付 された｡ 同行 の吉 田安 四郎

は新潟銀行 の監査役 に就任 した｡ 五泉吉 田銀行 の㌢本店は､新潟銀行 の支店 とし

て存続･した｡

2ト 新潟商業銀行

1897年､新発 田銀行 の役員 を中心に､さらに中泉共立銀行の役員 も加 わ り､

新発 田に新発 田貯蓄銀行が設立 されたO資本金 は 5万 円であったO しか し､業

績不振 のため､1915年経営破綻に陥った｡その後､新潟市相互信用無尽合資

会社 の役員たちが同行の経営を引き受 け､事態 はようや く収まった｡1919年l

株式会社新潟貯金銀行 と改称 し､再発足 した｡役員 も相互借用無尽合資会社 の

役員 が兼任 した｡ 1920年 には六 日町支店､十 日町支店 を設置 した｡ 1923年 に･
∫

再び新海商業銀行 と改称 した｡しか し､銀行合 同政策 の強化により､新潟商業

銀行 は､1926年役員が親密 な間柄 にあった新潟銀行に合併す ることに した｡

合併秦庫は､1対 1であったOさらに､新潟商業銀行 の本支店 は､新海 銀行の

支店 として存続 した｡

3) 葛塚銀行

土901年､資本金 30万を集 め､株式会社葛塚貯蓄銀行が葛塚村 に設立 された｡

取締役社長 を務 めていた阿部康介は､新発 田貯蓄銀行 の取締役で もあった｡同

182 前掲 『第四銀行百年史』695ページ｡

168



行の預金の中心は､ ･ 農家や町内の小営業者であった｡1914年 の羽嘩線の開通

は､州運の要地であった葛塚町に打撃を与えたO その冬め､葛塚貯蓄銀行の業

績は悪化 してい?た.19I20年葛壕貯蓄銀行は資本金を 10万に増加 し､･さらに､

22年 には葛塚銀行に改組'した｡昭和期に入っても､同行の業績は変わ らず､

銀行合同政策に沿って､1927年新潟銀行に合併す ることにしたO合併条件は 1

対 1であった｡同行の本店 も新潟銀行の支店 として存続 した｡

4) 三条銀行

1881年､三条町および近郷の地主や†素封家を中心に三条会社が設立 された｡

三条会社は､銀行類似会社であり､｢銀行条例｣の施行によりタ､普通銀行に転

換 し､1896年株式会社三条銀行に改組 し､再発足 した｡ 三条銀行 は､前述 し

た三条町グループに属 してお り､･わ レ-プの中心産業は金物業であるO同行は､

三条町の富裕層や商人を主要取引 とし､同地域の北越商業銀行及び三条信用銀

行 を抜いて三条地方随一の銀行 として成長 してきたo さらに､1924年､親子

･関係 にあった三条工商銀行 を合併 し､北越商業銀行 と三条信用銀行の 2行 と甲

差を益々拡大 したD しか し､1927年金融感慌により､四 日町の三 条銀行支店

が閉鎖 されたほど､三条銀行は打撃を受けたO･その後 も､三条町の産業不振が

続いたままであったため､結局 1929年､新潟銀行に合併す ることとした｡ 合

作併条件は 1対 1であったO ほかに 36万 5,000円が交付 されたO

5) 北越商業銀行

1896年､資本金 20万円を持って､三条町に北越商業銀行が設立 された｡主

要取引先は米屋や金物商などであったO金物商や琴服商を主要取引先 としてい

た三森信用銀行 と対立関係 にあった｡北越商業銀行の経営は比較的良好なもの

セあったo Lか し､県当局の銀行合同の勧奨により､合併す る道 を選んだ北越

商業銀行は∴ 三条銀年 との合併が成立せず､結局 1929年新海銀行 に合併する1

こととなった｡ 合併条件は 1対 1であった｡

以上､見てきたように､新潟銀行に合併 したこの 5行の うち､経営の不振に

より､合併 したもの は､五泉吉田銀行 と三条銀行であ､り､残 りの 3行は､銀行
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合同の流れに逆 らえず､合併 したものである｡そのため､合併のタイプは六十

九銀行 と同様に､2つに分けることが出来るO 第-は､救済及び.規模拡大､す

なわち規模拡大型であるO 第二は､銀行合同政策に串■る合併､すなわち協力型

であるO

2 百三十九銀行

(1) 百三十九銀行の営業状況

前述 したように､高 田町にあった百三十九銀行の前身は高田国立百三十九銀

行であ り､｢国立銀行官 業期満｣により､普通銀行 に転換 し､官三十九銀行 と

改称 し､営業 を継続 したo 当時の資本金は､70万円であったO 以降､新潟県

の 5大銀行の一つ として､発展をしてきた01924年以降 5行の銀行を合併 し､

営業範囲は､上越全域に拡大 したO百三十九銀行の業績は順調 に伸びでいたに

もかかわ らず (泰 97参照)､戦時金融統制により 1943年第四銀行に合併 した｡

表 97 官三十九銀行業績の推移 単位 :.円

年月末 _. 全称蛮本金 払込資本金 . 預金一' 盛出金

1902.1.2 1,000,000 .955,000 ･612,346 1,033;3白3

1907∴12 2,000,00.0. 1,250,000 1,110,419. 2,080,605

1927∴12 2,.685,000 1,740,00P 8,175,ll.0 8,228,109

1932.12 3,-400,000 2;128∴750 ll,147,924 ･10,.305,8..75

出所 .;前掲 『第四銀行百年史』780ページ､表61の一部O

以下では､百三十九銀行に合併 した 5行の銀行について個々に考察す る｡
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(2) 百三十九銀行 と銀行合同

1) 高田商業銀行

1907年､西頚城郡名立町の株式会社山瀬銀行 は､中頚城郡高 田町に移 り､

高 田商業銀行 と改称 した｡ 資本金は 3万円か ら 10方円に増資 した｡同行の役

員 は､ほとん ど高田町の実業家であった｡一方､移転後､高田商業銀行は､名

立町に支店を設置 し､1912年中頚城新道村にも稲 田支店 を設置 した｡同行の

主要貸出先は､織物関係者 と農家であったため､1929年以降､米価の下落､

織 物業不振により∴業績は悪化 した｡ 県当局の銀行合同政策 と相まって､1924

年､百三十九銀行に合併 した｡ この合併は､｢県や 日銀の勧奨で上越銀行合同

協議会が結成 されて以来､初めての合併であった｣ 133｡ 合併後､同行本店は､

百三十九銀行の小町支店 として､名立支店 も百三十九銀行の名立支店 として存

続 した｡なお⊥高田商業銀行の専務玉井久兵は百三十九銀行の取締役に就任 し

た｡

写) 直江津商業銀行

直江津商業銀行の前身は､1896年開業 した株式会社直江津貯蓄銀行である0

1902年､直江津商業銀行 と改称 し､貯蓄部を廃止 し､倉庫業を兼営 した｡以

降､1909年稲 田支店､1910年百聞町支店を開設 し､業績は順調 に伸びた｡営

業内容は､堅実な･bのであった01924年､百三十九銀行 笹合併 し､本店は百

三十九銀行の直江津支店 に引き継がれ･､百聞町支店は百三十九銀行の支店とし

て存続 した｡同行の専務山本彦太麟 (実業家)が百三十九銀行の取締役 に就任 し

た｡

3) 新井銀行

新井村 にあった新井銀行の前身は､1884年設立 された新井金融会社である｡

1893年株式会社に改組 し､97年新井銀行 と改称 した.｡資本金は 8万円であっ

た｡同行の業績は､新井周辺の主要産業である米 ､ : タバ コなどの豊凶 と､これ

133 前掲 『第四銀行百年史』781ページ｡
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ら産物の販売に左右 されていたO -方､1927年 ｢銀行法｣の公布 により､銀

とにしたO-方､当時､新井銀行の専務であった町井敬作は新井町助役であ り､

又取締役鏡村寛治も百三十九銀行の取締役でもあったことか ら､新井銀行は､

百三十九銀行 と親密な関係 をもっていた と考えられ る｡

4) 柿崎銀行

柿崎村にあった柿崎銀行の前身は､1884年 に設立 された愛情社である｡ ニ

年後の 1886年､柿崎銀行 に改組 し､資本金を 2万円に増資 した｡ ｢これは､新

潟県における普通銀行のはじめであった｣134｡その後､小規模であ りなが ら､

柿崎銀行の業績は､順調に伸びていた｡ しか し､1927年 ｢銀行法｣ により､

柿崎銀行は無資格銀行にな り､1930年百三十九銀行に合併 した｡ 役員をみる

と､当時柿崎銀行の監査役であった三上廉平が百三十九銀行の監査役 を兼ねて

いた｡

5) 越後銀行

糸魚川町たあった越後銀行の前身は､酉額城金融会社である01894年株式

会社 に改組 し､1903年越後銀行 と改称 した｡その後､1907年高 田支店､1913

年梶屋敷支店､･1914年青海支店を順次に開設 し､同地域の糸魚川銀行 と競争

しなが ら､発展をした.琴行合同政策の強化 により､1931年百三+九銀行 に′

営業譲渡の形で合併 した｡合併後､同行の本店は､百三十九銀行の糸魚川支店､

梶屋敷､青海両支店は出張所 として引き継がれた｡

以上の内容を表 98にま とめた｡百三十九銀行は､この 5行を合併 し､地方

の有力者 を自行の陣営に積極的に取 り込み､合併銀行の本支店も自行の支店や

出張所 と∴して引き継ぎ､着実に勢力 を拡大 した｡

一方､合併の理 由は､以上の 5年は､経営内容は比較的よく､･業績が感化 し

たものかあbたものの､経営困難 とい うほどではなかったo県当局の悠漁や､

無資格銀行の整理などによっで､合併 された･ものとみ られる｡ そのため､百三

134 前掲 『第四銀行百年史』 783ページ｡
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十九銀行 に合併 した理由は､5行 と_も銀行合同政策に大き く影響 されたと考え

られる｡ この 5行の合併のタイプは皆協力型である｡

表 98 百三十九銀行への合併銀行一覧

飾 名 .所宝塊 資本金 合併牢 働き汐イブ.
公称. 払込~

新堀ヨ行. 肇軸 郡_.(上越 650,cm ･425iOX) ･1929 啄な型 .

榊舶 事 咽 軸部 仕越 Sex),OX) 150,.CXX) 1930. 瀞 〕型

注:噺 観こよ側 行となった

出所:前掲 附 781′キー貧 7拠′叫 こより､筆削観

3 柏崎銀行

(1) 柏崎銀行の営業状況

刈羽郡.の大地主である飯塚､西巻 らを中心に､地元の商人､地主によって､

1882年 に資東金.15万円をもって､柏崎厚情社が設立 された｡ 1893年 ｢銀行条

例｣の施行により､株式会社柏崎銀行 と改称 したo資本金 右耳2.0万円に増資 し

たO明治期か ら大正期にかけて石油業が活発化 したことに･より､柏崎銀行の業

績 も好調であった･｡

しか し､1920年以降､一連の不況､恐慌により､刈羽郡の地元産業が不振

に陥 り､柏崎銀行の業績 も悪化 していった｡1923年同地域の柏崎農商銀行の

破綻の影響を受け､柏崎銀行 も緩慢な取 り付けにあらたO このよ うな経営状況

に対 し､大蔵省検査官は､不良貸 しを整理する等営業内容の改善 を柏崎銀行に

要求 した｡柏崎銀行は､貸出金の回収に着手するなど内容整理に努力 した｡そ

の潜 果､経営は次第に持ち直 した｡柏崎銀行の業績は､表 99ゐ通 りである｡
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一方,1922年以降､政府 の銀行合同政策により､柏崎銀行は､岡野町銀行､

椎谷銀行､石地銀行､信濃銀行西山支店を合併 し､規模 を拡大 した｡1943年､

｢一県一行主義｣の銀行合同政策により､柏崎銀行 は､第四銀行 に合併 したO

表 99 柏崎銀行業績の推移 単位 :円

1882.12 120,000 120,Odo 1,/671 119,585

1897.-6 600,000 450,000 113,591 660,988

1902.~6 600;000 600,000 134,181 759,636

1907.6. 1,200,000 840,000 -388,208 1,391言73

1922.6. 2,400,000 1,500,000 ･3,451,452 4,785,.489

1927.6∴ 2,.900,000 1,700,000' .巧,.264,269 7,102,.905

1932.6 ･3,.150,000 1,882,500 6,017,966 6,409,660

1937.6 J3,150,000 1,882,500 7,378,114 6,028,099

出所 :前掲 『第四銀行百年史』772ページ､表57の⊥部o

以下､柏崎銀行 と合併 した 4銀行について､分析する｡

(2.) 柏崎銀行 と銀行合同

1) 岡野町銀行

刈羽郡岡野町村にあった岡野町銀行は､1900年に地主である平野大蔵 らに

よって設立 された｡当時資本金は 3万円であった｡ 1920年以降､不況､恐慌

が相次ぎ､地元産業も不振 に陥った｡さらに､政府の銀行合同政策が新潟県で

も本格化 した. 土うした状況の中､192.2年岡野町銀行は､資金 の運用先であ

った柏崎銀行に合併を求めたO合併後､同行の専務である石塚菅栄は､柏崎銀
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行の取締役 あ･るいは監査役に就任 した｡

2) 石地銀行

石地銀行 は 1900年に石地村に設立 されたO 設立当初の役員には､同郡の豪

商で､柏崎銀行の取締役 (後に頭取)を務め卑牧 口義矩､日本石油創設者内藤久

寛の父久之がいた｡ 石地銀行は､柏崎銀行 と比較的親密な関係 を持っていたこ

とが明 らかであるol927年以降､｢銀行法｣により､無資格銀行 と摩 った石地

銀行は､1927年柏崎銀行 に合併 したO 合併後､同行の本店は柏崎銀行石地支

店､支店は出雲崎支店 として引き継がれた｡ 専務であぅた田村吉十鹿は､.柏崎

銀行の監査役に就任 した｡

3) 椎谷銀行

椎谷銀行の前身は､静岡県の平田貯蓄銀行であった｡ 1909年刈羽郡に移転

し､椎谷銀行 と改称 した｡移転後､地元の有力者である地主池 田信義が長期に

わたって､頭取を務めていた｡1927年以降無資格銀行 とな り､合併を迫 られ､
1

1931.年柏崎銀行 と合併 したO合併後同行は､柏崎銀行椎谷支店 として存続 し

た｡

4) 信濃銀行西 山支店

信濃銀行西山支店の前身は､宮川銀行であった｡同行は､1896年回船問屋

であった本多政三郎を中心に設立されたものであったO 後位､柏崎銀行頭取の

牧 口義矩が頭取を兼任 し､やがて同郡の地主田中長治が頭取 となった0

1924年､宮川銀行は長野市の長野実業銀行 と合併 し､長野実業銀行の支店

とな り､√1927年西山支店 と改称 した｡ 1928年､長野実業銀行が長野県内諾銀

行 と新立合併 し､信濃銀行 となったO しかし､1930年同行は経営破たん し､

西山支店は 1932年柏崎銀行に買収 され､<柏崎銀行西山支店 となった｡

以上の内容を表 100にまとめるこ柏崎銀行は 4行の銀行を合併 した,いずれ

は､経営基盤 を強化 した と考えられる｡ 一方､合併の原因をみると､信濃銀行
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西山支店以外は､協力型である｡

この合併を経て､柏崎銀行は､力をつけて､店舗数､預金､貸出金は拡大 し

たO ただ し､柏崎銀行の営業範囲は､刈由郡に限 られていたO

表 100 柏崎銀行-の合併銀行一覧 単位 :円

銀行名 所在地 . 資本金 合併牢 合併タイプ
公称 払込

岡野町銀行 . 刈羽如 (中越) 円300,000 JP]･199,000 1922 協力型 .

石地銀行 *. 刈羽郡 (中越) ｣150,000 120,000 19台7 協力型

椎谷銀行* 刈羽郡 (中越) 200,000 ･125,000 1931 協力型

注 :鳩蔓行汝による無資格銀行となった

出所 :前掲 『第四銀行百年史』773ページ77叶 ジにより､筆削俄

4 安塚銀行

(1) 安塚銀行の経営状況

安塚銀行 は 1897年､東頚城郡内の地主によって安塚村に設立 された｡設立

当初の資本金は 3万円であった｡ 設立時の役員は表 101の通'りである｡殆 ど同

郡の地主であった｡
I

安塚銀行の経営方針は 2つであったOすなわち､農地開発資金 をし貸付 るこ

とと､貸付には担ず農坤を担保 とす ることであるこ 知人や親類 の借入れの申し

込みであっても､必 ず返済能力､担保な どを調李するほど堅衰な嘗業 を行 ってl

いた｡その結果､預金 も貸 出金も順調に伸びた (表 102参照)｡資本金 も､何回

か増額 し､1921年には 70万円となった｡
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表 101 安塚銀行の役員∵覧

氏 名 役 職 備 考

横尾義周 専務取琴私 頭取 東頚城郡 . (車 主)

塩崎貞佐久 専務取締役 東頚城郡_ (地声)

丸山鷹治 取締役 東頚城郡 (地主).

小林万作 申軍役 東頚城郡 .(地主)

小熊正尚 卑締役 東頚城郡 ,. (地主)A

横山虎 次郎 ~. 監査役 東額輝離 (地主)

出所 :前掲 『第四銀行百年史』785ページより､筆者作成｡

表 102 安塚銀行業績 の推移 単位 :円

年月未 公称資本金 -払込資本金 預金 . 貸出金 ~

1904.12 150,000 ~127,500 23,.527 156,280

1912∴6 300,000 210,000 .ー118,123 290,818

1918....6 300,POOO 240,000 213,979 403,857

1926二12 710,000 550,000 864,517 ､1,74P,415

1930.6 710,000 550,000 914,739 1,529,316

1934.12 876,.650 702,650 1,194,.942 1,495,323

出所 :前掲 『第四銀行百年史』787ページ､表62の⊥部O

一方､安塚銀行は積極的に支店を増や した01920年大島支店 を設置 し､同

年 11月に六十三銀行浦川原支店の営業を譲受 し､浦川原支店 を設置 した｡ ま

た､1●921年 牧 口支店､1926年上越高 田銀行 を合併 し高 田支店 を設置 した｡1934

年松代銀行 を合併 し､松代支店､浦 田口支店を設置 した｡安塚銀行 が設置 した
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支店はいずれ も東頚城郡にあうたOこれによって､安塚銀行は､東頚城郡唯-

の銀行 となった｡ また､合併により､資本金 も増加 し､87万 6,650円となっ

た｡しか し､1943年戦時金融統制によって､安塚銀行は第商銀行に合併 した｡

以下､安塚銀行 と合併 した銀行の状況 をみる｡

(2) 安塚銀行 と銀行合同

1) 六十三銀行浦川原支店

六十三銀行浦川原支庫の前身は､.戚 資銀行である｡ 1881年 中頚城郡竹直村

に成資社が設立 された｡資本金は●1万 5,000円であ?た｡1894年成資社は成

資銀行に改組 したO 同行時 1903年､本店を郡部高田町に移転 し､1905年釜淵

支店を設置 した｡以降､資不金を 55万円に増資 し､高 田地方の中堅銀行に成

長 したO 大正に入って､成資銀行の業績は恵化 し､1920年草野県の六十三銀

行に合併 され､六十三銀行 の浦川原支店 として再発足 した｡ しか し､ この 2

カ月後､六十三銀行の浦川原支店は安塚銀行に譲渡 された｡

2) 上越高田銀行

1899年､地主の大滝伝次郎 らにより高田町に高田貯蓄銀行が設立 された｡

資本金は 5万円であった0 1907年以降､高田貯蓄銀行の業績は悪化 し､･大正

期 に入っても業績は回復 しなかっ･た｡貯蓄銀行接により､高 田貯蓄銀行握 1922

年普通銀行に改組 し､上越高田銀行 と竣称 した｡しか しその後も､経営は改善

せず､悪化す る一方で∴あった.

県当局は､上越高田銀行が単独で経営を行 うことはL困難 とみて､大銀行 との

合同を進めた｡その結果､1926年同行は､同 じ高田町にあった百三十九銀行

を避 けて､他郡の安廃銀行 と合併 した｡

3) 松代銀行

1897年富沢虎次 ら凍 頚城郡松平村の地主 ら'が資金 を集め､松平銀行 を設立

した｡その後､1901年に松平村､峰方村､伊沢村の合併によって､松代村が

新設 された｡ これを機に､松平銀行は 1902年松代銀行 と改称 した｡前述 した
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よう笹､松代 ｡松之山グループに属 していた松代銀行 は､営業エ リアが山間部

であ り､預金 も貸出金 も伸び悩んでいた｡1934年､県当局の強力な働 きかけ

で､松代銀行は同郡内の安塚銀行に合併 した｡

以上見てきたように､安塚銀行の合併は.3行である｡ その うち､六十三銀行

の浦川原支店以外は､新潟県内銀行 2行を合併 した｡ いずれ も､上越地方にあ

?た銀行であったO合併によJjて､安塚銀行の勢力は､上越地方で強化 された｡

この 2行のタイプは､政府の銀行合同政策による協力型であった｡

一方､合併葬を選ぶには､上越高田銀行が敢えて､同一地方の百三十九銀行

を選 ばず､他郡の安塚銀行 を選んだのは､同一地方に 2つの銀行を残 したかっ

たためであろ う｡

5 能生銀行

(1) 能生銀行の営業状況

1897年､西頚城郡能生町に能生銀行が設立 された｡ 資本金は､5万円であっ

た｡設立の中心になったのは､機業商人の加藤善次郎 と雑貨商の伊藤蓉六であ

った｡1914年､加藤善次郎が専務を辞任するまで､能生銀行は､加藤 ･伊藤

両家の ｢機関銀行｣ であった｡･1913年北陸線 の開通により､宿場町の機能が

失われ､漁業の不振もあいまって､能生銀行の業績は伸び悩んだ｡1914年､

高鳥専務が就任 し､資本金を 10万円に増額 し同行の建て直 しを図 り､その復

業寮は少 しずつ回復 した｡

一方､高鳥専務.は､能生谷村にあった公益銀行の取締役 も兼任 していたため､

両行の合併を図 り･､能生銀行の基盤強固を考えていた.1926年両行は合併 し､

資本金は 100万円となっlたo表 103は能生銀行の業績の推移である.ミ1915年

までは業績はよくないものの､1911年以降順調に業績は伸びている｡ 特に､

1927年以降合併により､能生銀行の頭金 も貸出金 も大幅に増加 した｡

さらに､酉頚嘘郡には､多数の小銀行や銀行類似会社が存在 していた｡政府`

の.銀行合同政策によって､これ ら小銀行や銀行類似会社を整理す ることになっ

たO能生銀行は､,1931年根地銀行､1937年大和川銀行を合併 し､規模 をさら ＼
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に拡大 した｡

戦時金融統制により､1943年能生銀行は､第四銀行に合併 した｡ 合併後､

能生銀行の本支店は､第四銀行の支店 として引き継がれ､頭取の高鳥 も第四銀

行顧問た就任 した｡

以下､能生銀行の 3つの合併について､考察す る｡

表 103 能生銀行業績の推移

出所 前掲 第 銀行 年

単位 :円

年月末 公称資本傘 払込蛮本金 1.預金 ･貸出金

1907.12 50,000 50{000 14,068 ･59,521

1914.12 50,000 50,000 51,.352 ㌔ 94,767

1915.12 100,000 62,500 33,.773 91,954

1935.6 1言00,000 293,750 568,013 ･.810,038

(2) 能生銀行 と銀行合同

1) 公益銀行

公益銀行の前身は､1885年設立された能生谷一円公益会社である01893年J

能生谷一円公益会社は､株式会社公益社に改組 し､さらに 1896年公益銀行 と

改称 し､1900年能生金融会社を合併 し､発展 してきた｡1921年資本金は 10

万円に増加 したO 1926年 に能生銀行 と合併 した時期には､預金は能生銀行 よ

り少なかったが､収益は能生銀行 よりもあげていた｡

前述 したように､1926年､東取高鳥は､両行 を合併 し､基盤強化 を図った｡
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2) 根地銀行

1900年設立された根地銀行は､小規模のまま発展 し､昭和に入っても､業

績は良好であった｡.しか し､1927年 ｢銀行牡｣により､無資格銀行 とな り､

1931年能生銀行に合併 した｡合併時の資本金は 10万円であった｡

3) 大和川銀窄

1897年､西頚城郡大和川村に大和川貯蓄銀行が設立 された｡.1900年､商資

株式会社を合併 した｡さらに 1921年に貯蓄銀行法が制定されたため､22年大

和川銀行に改粗 したO 資本金は 25･万円であった0 1932年同 じ郡1こある岩東銀

行 と新立合併 し､大和川銀行の商号を引継ぎ､資本金･100万円で発足 した｡ し

か し､その後､経営不振が続き､結局 1937年能生銀行 に賀収 されることにな

った｡

以上､見てきたように､能生銀行においては､3行の合併がみ られたO公益
1

銀行 との合併は､銀行基盤 の強化を目的で行われたものであり二親模拡大型で

あるO 根地銀行 との合併は､銀行合同政策による協力型で串るO 最後 に∴行わ

れた大和川銀行の合併は､救済が 目的であり､救済型 であるO 能生銀行におけ

る銀行合同は､以上 3つのタイプ がみ られた.0

新潟銀行や､百三十九銀行､柏崎銀行､能生銀行､安塚銀行は 1940年時点

で新潟県に残っていた普通銀行である｡ 第四銀行､長岡銀行 と六十九銀行 を加

えて､1940年には､新潟県の普通銀行は 8行があった｡その他貯蓄銀行 .3行

をいれると､全部で 11行であったD

本妻では､上述 した 5行め銀行を中心に銀行合同を考察 したOこの 5行の銀

行は､.第四銀行等 より規模が小 さい｡行われた合併も､第四銀行や六十九銀行

のように､広範囲で合併するのではなく､各銀行の所在地に集 中していた｡ そ

の結果､勢力は､それぞれの所在地において拡大 したことになる｡

一方､合併の原 因を見ると､第四銀行や六十九銀行のような 3つの理由に分

けることができる｡ 合併先を選ぶにも､それぞれであった｡ 親銀行 を選んだも

のもあれば､地域を考慮 し､他地域の銀行を選んだものもあった｡
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第七章 両大戦間期における新潟県銀行合 同の特資

･以上､両大戦間期における新潟県の金融業の状況､企業家 グループの活動 と

各銀行の関係､新潟県銀行合同政策の展開過程 について分析を加 えた｡

これまで､第四銀行 21行､六十九銀行 11行､牽岡銀行 1行及びその他の銀

行合 同･20行､県外の琴行合併 2行 を除いて､51行の銀行合併についてみてき

た｡第 3章で述べたように､1940年まで新潟県の銀行合同の数は 65行である｡

本論文では 1940年時点新潟県に残った 8行の普通銀行の銀行合同を中心に考

察 してきた｡

このよう な新潟県の銀行合同の特徴 について､以下では 4つの面か らその特質

を考察する｡

1ー銀行合同政策 と新潟の銀行合同

(1) 銀行合同政策 とその果た した役割

銀行合同.の動きは､1893年 ｢銀行条例｣の改正によって本格化 した ｡ 両大

戦間期 には､一連の不況､恐慌の影響によって､早いテンポで銀行合同が進め

られた｡この時期､政府の銀行合同政策は本格化 し､い くつかの段階を追って､.

だけでなく､各地で衰 占的地方金融システムが作 り上げられた｡政府 が銀行合

同を進 めた理由は､中小銀行 を整理 し､大銀行体制 を了つくることであった｡ 銀

行合 同の役割について､伊藤正直は ｢(銀行合 同)は､金融危機-の対応策の

重要 な一環であらたO戦後なが く金融危機が顕在化 しなかった要因のひ とつに､

戦前 における強力な地方銀行 の創設があげ ら■れ るだろう｣135と指摘 している｡

両大戦間期の銀行合同は､地方の中小銀行を整理 し､脆弱な銀行 を淘汰 し､地

方金融寡 占体制を作 り上げた｡た しかに､新潟県の例を検証す ると､両大戦間

期の銀行合 同を経て､上中下越の 3つの地域には､それぞれ第四銀行､長岡六

135 伊藤正直等 『金融危機 と草新一歴史か ら現代-』 日本経済評論社､2000年､177

ペ ー ジ｡
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十九銀行､百三十九銀行が頂点に立っ有力地方銀行が形成 されたことが明 らか

になる｡ これ らの銀行は､銀や 合同を経て資力を拡充 し､恐慌 に耐える有力銀

行に成長 した｡ この意味では､銀行合 同政策は､当時の 日本金融の脆弱性に対

応す る有効な施策であったqLカモし､地方金融寡 占体制が成立する過程で､華

方経済の自律性 を妨げ､地方経済の発展を阻害 した点も考慮すべきである｡

一方､土の政策は､J､くつかの段階を経て､イギ リスをモデルにした都市銀

行 と地方銀行の合併による大銀行作 りか ら､地方中小銀行 同士の合併による各

地方での集 中的金融体制を作 りあげることに方針を移 した｡両大戦間期､特に

1920年以降､反動恐慌､関東大震災､金融恐慌な ど一連の不況､恐慌が繰 り

返 して発生 したことによって､地方に散在 していた小資本金融は最 も大きな打

撃を受けた｡金融業の動揺は､地方経済界に危機 をもた らした ｡ こ うした背景

の下で､政府の銀行合同政策は益々強く推 し進 められた｡具体的な施策は､以

下の通 りである｡

1896年銀行合併法の実施 により､銀行合併の手続が簡素化 された.その後､

大蔵省 は､地方長官に銀行合同を進めるよう通達を出した.一方､小銀行の設

立を制限し､小節行の設立を阻止する努力もしたOこの時期の銀行合 同政策の

重点は､都市銀行 と地方銀行の合併を勧奨 し､大銀行 を作 ることにあった｡し

か し､日本の銀行合同は､実際にはこの方向に向かわなか ?たO都市ゐ銀行 と

地方の銀行ではそれぞれ経営内容は相違 してお り､お互いの合併を極力回避 し

ていた ｡

1920年以降の一連の不況､恐慌の中で､地方産業が不振に陥ったため､地

方中小銀行の経営は悪化 し､倒産するものが相次いだ｡経済が混乱す るの考見

て､政府の銀行合同政策の方針は､地方中小康 行の整理に変わった.政府 は､

新設銀行制限を継続 しなが ら､銀行条例を改正 し､銀行が合併 しやすい環境を

作 り上げた｡1927年 ｢銀行法｣が制定され､銀行の最低資本金が決 められ､

それ によって､無資格 となった小銀行 を整理す ることによって､銀行合同は一

気に拡大 した｡さらに､大蔵省は各地方に検査官を送 り､各地で銀行合同を進
l･

め串Oこの結果､全国の銀行数は大幅に減少 したO前掲表 2で見たよ うに､全

国の銀行数は 1920年の 1,344行から 1932年には 538行に減少 したOうち',新

設､倒産 したものもあるが､合併銀行数は 1,012行に達 した (前掲表,3)｡
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一方､1･936年以降､政府 の銀行合同政策は､｢一県一行主義｣に変化 し､特

に､1949年以降の戦時体制下では､､政府の強制的合同勧奨の下で､1945年に

全国銀行数は 61行 となった｡なお､戦時体制下での銀行合同は､銀行 自身の

意思ではなかったため､個別銀行ゐ動向を分析す る目的 と離れ るため､本論文

では考察の対象 としなかった｡

他方､両大戦間期の一連 の不況､恐慌によっで､日本銀行は特別融資 を行っ

て､銀行救済を行った｡ しか し､日本銀行は主に ｢取引先を 『中間銀行』とし､

この 『中間銀行』を経 由して 日銀が取針先外銀行-救済融資｣136を一行 った. 冒

銀は､側面から､政府の銀行合 同政策を推進 したのである｡すなわち､日銀は､

特別融資を通 じて､各地方に親子銀行関係を作 り上げ､小銀行の合併先を作 り

出す とい う役割 を果た したのである｡

以上∴銀行合同の動きは明治末年に登場 し､両大戦間期 に静発化 した.その

中で政府の銀行合同政策は大きな役割を果た していた｡

(2) 新潟県の銀行合同政策

i新潟県内で銀行合同が本格化 したのは 1920年以降であるo前述 した ように､

新潟県の.銀行合同数は 65件であったOその内､大正前半期 には 1件､大正徳

半期 には 25件で り､昭和期には 39件の合併が見 られた｡ その うちで､第四銀

行 と六十九銀行に合併 された銀行は､約半数を占めていた｡

政府は 1920年以降新潟県に検査 官を頻繁に派遣 し､県当局 と打合せ を行い､

銀行合同を勧奨 した｡特に､1923年には新潟県下銀行合同協議会が結成 され､
r

銀行合同は新段階に入った｡前述 したように､県当局の指導の下で､新潟県の

銀行合同は 3ブロックに分 けて行われたO さらに 1927年銀行漁が公布 され無

資格銀行の整理が開始 されて､｡銀行合同の動きはさらに活発化 した0

一方､両大戦間期に何回も発生 した不況､恐慌は､地場産業 にT大 きな影響を

与えた｡産業不振により経営が悪化 したものが少なくなかったのである｡ 食併

の具体的状況を見ると､合併 されたのはほとん ど業績が悪化 した銀行であった｡

136 前掲 『昭和金融恐慌の構造』133ページ｡
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このため､1929年新潟県内銀行合同史上最高の 9行の′合併が行われた｡ さら

に､銀行法の施行 にともない､1932年までの銀行合 同数は 30件 となった｡ そ

して､,1940年末には新潟県に残存する銀行はわずか 11行だけとなったのであ

る｡ '

1936年以降､｢一県一行｣主義により､新潟県当局は､第四銀行､新潟銀行､

長岡銀行及び六十九銀行の 4行の大合同を図ったものの｣各銀行､県民甲抵抗

によって､ごれは実現 しなかった｡

銀行合同を通 じ､各銀行の規模が拡大 した｡表 104が示 しているように､1940

年時点では､第四銀行は新潟市を中心 とする下越地域に店舗 を多 く配置 し､そ

れを拠点 として､中越地域にも勢力を拡大 していった｡ これに対 して､長岡銀

行及び六十九銀行の営業は､長岡を中心 とす る中越地域であった｡第四銀行､

六十九銀行は上越地域を勢力外 としていたのに対 し､長岡琴行は上越に支店を

3店舗設置 している｡ また､新潟銀行の営業 中心も新潟市 とその周辺の下越地

域であった｡ 百三十九銀行は上越を中心に店舗 を設置'している｡ 安塚銀行､能

生銀行の営業範囲も､上越地域であった｡1940年以降､第四銀行 は､県当局

の指導の･下で新潟銀行､百三十九銀行､安塚銀行､能生銀行 を合同した｡ これ

によって､第四銀行は新潟をはじめとする下越地域の営業 を強化す るとともに､

上越地域にも営業範囲を拡大 した｡一方､六十九銀行 と長岡銀行の合併によっ
%

て設立された長岡六十九銀行の営業範囲も､上越地域.にある程度拡大 した｡店

舗数 は､第四銀行が最 も多 く35店舗､六十九銀行が 23店舗で､長岡銀行､新

潟銀行､百三十九銀行の店舗数はいずれも 10店舗以上であっ'た｡
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表 104 新潟県内本支店分布状況 (1940年 12月末)

新 潟 .市 ㊨ ･1･1 ③ - - - - G) - ･.⑥.

岩 ~船r郡 2 - - - - - - - ･1.- -

佐 渡..那 3 - - - - - - - 1 - -

育 .志 郡 - 2 1 - - - - - - - -

北 .魚.沼 郡 3.ト 1 - - - - - - - -

柏 崎 市 - - 1 - 1. (∋ - - - - -

高_.田 市 - - 1 - ② - 1 - ･1 - -

中 頚 城 .那 - - - - 6 1.1. - - - -

西,頚 城 郡 - - 1. - :2 - - - - - -

東 嶺 嘘 郡 - - - - - - ㊨ ⑥̀ - - -
東L.京 市 1 .1-_1 1～- - - - - - -

若 松 .市 1 - - - - - - - - - -

注 :○は本店所在地

出所 :前掲 『第四銀行百年史』292ページ､表3-29

なお､預金及び貸 出の状況 は､表 105の通 りで ある｡ 1920年以降県 内で は､v

預金 も貸 出金 も増加傾 向にあった019io年 の第 四銀行 の預金 シ.ェアは 30.3%､

貸此 金 シェアは 44.6Q/.を占めていたO 長岡銀行及び六十九銀行 は共 に 1920年

時点 の }ベル をほぼ維持 していた｡第 四銀行 の増加振 りが 目立 っ ｡ ごれ は 1920

年 以降の新潟県 の銀行合 同の活発化 によって､第 四銀行 が支店 を増や し､営業 J
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地域 を拡大 したことが､最 も大きな原因であ.ろ う｡

一方､L各銀行が合併先を選ぶ際には､地域や各行が置かれた状況に応 じて､

合併先を選択 していた｡系統内の親銀行を選んだ銀行 もあれば､地域 を考慮 し､

あえて別の系統の銀行を選ぶものもあった｡ 前述 したように､六十九銀行に合

併 された.11行の半分以上は､前者に属する｡ また第四銀行を合併先 として選

んだ小千谷銀行は後者の例である｡

表 105 県内銀行間における預金及び貸出金シェアの推移

シ ヰ ア行シェアシノエ アシ_エ ア行シェアシ ェ ア

lb23 71 ･127,146 151,680 114.3 10.3 .18.6 16.6 13.0 19.9

1925 61 142,657 ･160,854 15.2 10.1 19.5 16.6 12._9 21.9

1927 49 147,316 165,151 12.6 ll.0 ぬ o 14..1 13.7 23.5

193.0 28 171,198 153,507 lP.9 12.4 26.9 ll.4 1:6.1 32.6

･193白. ll 264,294 158,406 10.4 12.1 29.1 14.3 ･14.7, 42.1.

出所:前掲 『第四銀行百年史』271ぺ一決 表3-19､317ヰ⊥某 表3-53卵 開 閉僕百年史』178ハト⊥玖 表2-18､
313J<-玖 表3-43及び315人トジ､表3-45を参考して筆削観
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また､各銀行が銀行合同についての考えは､1927年 ｢銀行合同に関する日

本銀行の意見書｣に覗 うことができる｡

｢ィ､村松銀行 新潟銀行 トノ合併ニハ絶対反対 ノ重役モア リ トノコ ト｡第四

銀行へ合併 ノ可能佐多シ｡鹿進次第案外早ク実魂シ得- キカ｡

ロ､加茂銀行 専務浅見氏ノ腹ハ第四銀行-合併 ノコ トニ既二決定セルモノ

ノ如シ｡只其ノ時期二就テハ第四銀行 ノ白勢氏ハ余 り急キ居 ラス｡ 出来

ルタケ内部 ノ整理 ヲ為サ シメタル上ノ事 トノ考-ナル-シ｡

加茂銀行 ノ実権ハ 田巻堅太郎氏ノ握ル所同氏ガ合併説 ヲ持出セバ加茂銀

行側二異存 ヲ云フモ ノナカラン｡

ハ､曽根銀行 為替業務 ヲ営ム新潟市ノ大銀行 卜合併シタ㌢ トノ重役 ノ意滞

ナルヤノ趣ナルモ ソレ程 ノ必要モ認メラレズ新潟貯蓄 ノ池 田氏^之ヲ買

収シテ代理店 卜為サン トノ希望ア リ ｡

乍然曽根ノ内容ニハ砂カラザル欠陥アルモノヽ如 ク巻銀行ハ之力合併ヲ

欲セス第四モ恐ラク希望セサル-シ｡過 日来新潟銀行 トノ間二合併談ア

リタル模様ナルモ世間並 ノ条件ニテハ到底成立困難ナ ラン｡

主､北越商業銀行 専務渡辺氏ハ先般 ノ整理二際シ三条銀行- ノ合併 ヲ条件

トシテ増資ヲ申請セ リト語 レルガ真意其処ニア リトセハ頗ル可ナ リO 相

･等 ノ時機二於テ三条 卜合併セシムルヲ最モ策 ノ得タルモノ ト思フ｡ 乍然

L今 ノ処合併ノ成立ハ容易ナラス ト思ハル｡然ラハ第四銀行 トノ合併ハ如'

何 十云アニ北越商業ガ此上尚一層ノ整理断行 ヲ肯ンスルニ アラサ レバ成

立セサル可シ｡

地域関係 ヨリ不十九銀行二合併セシム/レモ不可ナラザ レ トモ狭キ土地二

於テ第四 トノ競争 ヲ生シ自然三条銀行 ノ営業二秒カラサル影響ラ及ホス

コ トアルヲ免 レサルへシ.0

ホ､関原銀行 昨今同行重役モ合併談二頻 り早耳ヲ傾 クル土至 レル模様力早

晩六十九銀行二合併セラル-シ｡.

へ､長岡商業銀行 同行重役ハ頭取ヲ除キ全部六十九銀行 トノ合併二兵存ナ

シ 上長部氏バ語 レリ｡ 乍療小川頭取 トシテハ其 ノ'牙城 ヲ棄ツル コ ト中々
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困難ナル-シ｡

ト､柿崎銀行 百三十九銀行 卜特殊 ノ関係ア リ｡頭取村 山氏ハ新法 ノ施行二

依 り存立ヲ失 フ-キ時期二達セハ当然百三十九銀行二合併ス- シ ト明言

セ リO

i

ヽ
チ

岡長 銀行

谷千小

冒十

銀行

町銀行

此三行ハ何 レモ合併ノ主体 卜為サス専心 自行内容 ノ整理

二従ハシムル方可然｡

リ､今井鐸行 附酉吉田銀行

今井銀行 ヲ強制的二合併セシムル トセハ第四銀行二赴カシム′レヲ可 トス

- シ｡乍然同行ハ寧 口何 レノ銀行 ヲモ合併セズ此億存続セシムル方可然

酉吉 田銀行 トノ合併ハ今井銀行 ノ為メニ採 ラサル所 卜思フ｡酉吉 田銀行-

近来金融兎角逼迫勝 トノ噂ア リ極力整理セシメテ第四又ハ新潟二合併セ

シメ得 レハ好都合ナ リ｡ (以下略)｣137

このように､日銀の観測ではあるが､各銀行は､銀行合同の流れのなかで各

行 自身の選択で合併先を選～でいたのである｡

他方､合併側の立場か ら見 ると､合併には､大まかにいって 3つのタイプが

あった と考えられ るo 第-は､経営が行き詰まった銀行 を救済す る救済型であ

る｡ このような例 は､大正期に多い｡第二'は､小銀行の救済を兼ねて 自行の経

営範囲及び基盤 を拡大す る規模拡大型である. このような例は､大正後期か ら
J1

1927年前後にかけて多かった｡小銀行を合併 し､自行の支店 として取 り込み､

その地域 を自行の営業範囲に取 り込む狙いであった｡最後は､政府の銀行合 同

政策による協力型である,O このような例は､昭和期､特に 1928･年 ｢銀行法｣

が実施 されてか らの無資格銀行の整理において､多 くの例が見 られたOとのよ

うな例は､1934年にはほぼ一段落 した と思われるO

また､合併条件 を見ると､合併先が同 じであっても∴条件は必ず しも同じで

はないO経営状況がよい銀行であればあるほど､合併条件はよいO業績 の悪い
I

銀行にはかな り厳 しい条件で合併 されたものも少なくないOこの点は､株め換

137 ｢銀行合同に関す る日本銀行の意見書｣(前掲 『新潟県史 資料編 18 近代六 産

業経済編 Ⅱ』903-904ページ).
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算をみれば明 らかになる｡業績のよい銀行はほぼ 1:1で株 を換算 していたの

に対 し､業態の悪い銀行は半分を割るものも少なくない｡例えば､第四銀行が

与板銀行 を合併 した際には､与板銀行 3,000株に対 し､･第四銀行 500株 しか交

付 しなかった｡ 割合は､わずか 0.16でlぁった｡

いずれにせ よ､銀行合同によって､第四銀行や､六十九銀行のカが強 くなっ

たことは確かである｡ 結局､1945年までに新潟県内には第四銀行 と長 岡六十

九銀行 2行のみが残った｡ 前述 したように､第四銀行の勢力の中心は下越であ

ったのに対 して､長岡六十九銀行の中心は中越地域である｡ ただ し､両行 とも

勢力は県内各地に拡大 していた｡

2 企業家活動 と新潟の銀行合同

新潟県は･､全国第 4位 の面積.を持っ広大な県である｡ 地域差が大きいため､

新潟県内は､上越､中越､下越､佐渡の四つの地域に分かれ る｡歴史的にみれ

ば､県下の二大都 市新潟市 と長 岡市は､それぞれ港町 ･商人の町 と城下町 ･武

士ゐ町であるため､風土も人情 も違い､昔か ら対抗 していた｡ これが新潟県の

銀行合 同において､一県一行が実現できなかった一因であるO -方､銀行合 同

政喪を展開する際に､県当局は新碍県の実情を考慮 し､3地域に分けて､各地

域で銀行合同を進 めなが ら｢漸次犬合同二向テ進ム｣138･tす る方針 を決定 した0

第 3章で述べたように､新潟県の産業の特徴 として小企業が多いことがあげ

られ る｡ その うち､最も多い業種は銀行業であった｡その数は､全体の企業の

の半数 を占めていたO新潟県は 日本一の農業県であったDそのほかに､織物業､

石油業､金属業があっ'た｡両大戦間期においてはこれ ら産業の好不況が各小銀

行の死活 を大きく左右 していた｡特に 1920年以降､米価の下落､機業の不振

串どによって真っ先に打撃を受けたのは､これ ら会社 に貸出を作っていた各地

の小銀行であった｡中には､経営が行き詰ま り､倒産寸前まで追い詰 め られた

ものもあ ったoすでにみたように､1920年以前にこの理 由で銀行合 同を行っi

た銀行はかな りあった｡

138 前掲 ｢銀行今同促進計画二付テ｣(前掲 『日本金融史資料 昭和続編 付録 第
二巻』io9ページ).｡

190



一方､前述 したように､新潟県の銀行は､地主及び地方有力者の出資によっ
1

て作 られたo彼 らの企業精勤を資金雫か ら支援 したのである｡これ らの銀行は､

｢機 関銀行｣ とい う性格をもつものがす くなくない｡ これ ら企業家の活動は､

新潟 を中心 とする下越地域､長岡を中心 と･する中越地域に分かれていた｡

表 106-同一グループ所鳳以外の企業-の大 口貸出

北嘩製紙 .(長岡 ..山,Rグループ)

村上水琴.(村上町グループ)

新潟銀行..(斎藤 グループ) 幸田慶三郎 (米穀商/白勢 グループ)

中野組 (新潟電気 T｣中野グループ)

川上同族 (新潟廃港 ∵川上 グル-jp)

六十九銀行 (六十九銀行 グル-プ)ヽ ･長岡鉄道 (渡辺 T中野グループ)

寺 泊準陸畢輸‥(同上)

∫北越製紙 (長岡 .山口グJy-プ)

小川清之輔 (洋反物商/甲上)

注 :長岡銀行の他グループの企業などへの大口貸出のケ｣スは見られない

出所 :前掲 ｢両大戦間期における新潟県の産業発展と企業家グループ(中)一新

潟 ･長岡 ･高田市の場合-｣60■ページ､別表

第 3章で述べたように､松本和明は新潟県の企業家をグループに分けて､

1928年時点では 33の企業家グループがあった と指摘 してい■る0. 本論文では､

その うちで､銀行 と深い関係 を持っていた 14の企業家グループを検討 した｡

これ ら傘業家グループは､決 して単独 に活動 していたわけではなく､他の企業

家グループ との間に複雑な関係 をもっていたO同⊥人物が同時にい くつかの企

業家 グループのメンバーで もあった例 も多い｡ この複雑の関係 は､第 四銀行､
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新潟銀行､長岡銀行､六十九銀行の貸出状況にも反映 していた｡ 表 106のよう

ープ､村上町グループに大 口貸出をしていた｡ 一方､新潟銀行は､白勢グルー

プ､中野グループ､高杉グループ､川上 グループに大 口貸出を王していた.六十

九銀行は､中野グループ､長岡 ｡山口グループ､川上グループに大 口貸出をし

ていた139d 逆に､長岡銀行には大 口貸 出先がないことに注意すべきであろ うo

長岡銀行は､主に山口家中出資で設立 された銀行であ り､､｢資本関係 に於いて

個人的色彩が濃厚であ｣140ったためであろ う｡

また､同じ人物は､複数のグループに入っていたことによって､各企業や銀

行はこの人物を通 じ､何 らかの関連 をもっていた｡ このような複雑な関係は銀

行の系列関係 を作 り上げ､親子銀行の形成に大きな役割 を果た した｡実際笹､

銀行合同が最 も進展 した昭和期においては､親銀行に合併 を選んだものがほと

んどであったO

-方､白鳥圭志は銀行合同政策を ｢地方資産家 ･地方名望革を中心 とす る地

域の 自律性 を全体 として､政党政治状況を媒介に した一種の地方-の利益誘導

策､ない しは利益確保方策｣141としている｡ 新潟県の銀行合同も､政府の銀行

合同政策だけで進められたと言い切れない｡合同に際 して､県内資産家たちの

思惑､政府の思い通 りに行かなかったことも少なくない｡この うちで､最 も大

きかったのは､第四銀行 と新潟銀行､.長岡銀行 と天 王九銀行の大合同である｡ .

前述 したように､政府は一県一行主義を実行 し､新潟県では第四銀行 のみを

残す案を考えていた｡ しか し､実際には､これ ら銀行だけではなく､地元の住

民たちが強 く抵抗 し､ . 結局下越 に第四銀行､中越 に長周 六十九銀行のこ行が奉

る一県二行の方向をた どることとなったO

-方､銀行合同が進む過程 においては､第四銀行や六十九銀行な どは､合併

139企業家グループ分けは､前掲 ｢両大戦間期における新潟県の産業発展と企業家グ

った企業家グループは､本論文では扱わない｡

140 前掲 ｢新潟県の資本家と其分野｣(前掲 『日本金融史資料 庵 和療篇 付録 第

二巻 』42ページ)｡

L41前掲 『両大戦間期における銀行後同政策の展開』437ページ｡
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された銀行 を吸収 して､資本金の増加､支店の配置を行っただけでな く､吸収

された銀行側の有力資産家 も積極的に自己のグん-プに取 り込んでいった｡こ

れによって､銀行の株主は大きく変化 した｡また､これ ら有力資産家 を自行の

陣形 に取 り込むことで､銀行やグループの実力 を強化 し､新潟県経済を支える

有力銀行- と成長 していったのである｡

3 第四銀行 と長岡､六十九銀行の方針

(1) それぞれの経営方針 と銀行合同

以上､]第四銀行､長岡銀行､六十九銀行における銀行合同の状況を考察 した｡

表 55で見た ように､新潟県においては､銀行合同は､第四銀行 と長岡六十九

銀行 を中心に行われたOその うち･､第四銀行 に合併 された銀行数が最 も多 く､

28行であったO第 4章では､1?40年以降､政府の強制によって合併 した 7行

以外の 21行 を中心に考察 した｡一方､･六十九銀行の銀行合 同は 1920年以降に

集中 し､11行を合併 した｡ 合併が成立 しなかった堀之内銀行 も含 めて.12行 に

ついて､第 5章で考察 した｡長岡銀行の場合には､1922年の見附銀行合併の 1

件のみであって､銀行合同には消極的であった｡

第四銀行 の合同の動 きは､1911年 12月 15日に中条共立銀行を合併 したこ

とによって始まった｡1920年の戦後反動恐慌以降､銀行合同合同政策の本格

化 とあいまって､欝四銀行の合同に対する動 きも活発化 した｡1920年の 2行

を初 めとして､21年 2行､22年 1行､24年 2行､26年 1行 と､ほぼ毎年のよ

うに合併を行ったo第四銀行の銀行合同の特徴のひ とつはこ大正期∴昭和期の

長期 廟にわたって行われたことである｡

÷方､六十九銀行の場合t.ま､11行の合併がみ られたOその時期 は､新潟県

の銀行合同が亨告発化 した 1920年以降に集中していたo前半の消極性 と後半の

積極性は際だって異なっているO この理由には､長岡銀行 との蘭係があっ.flo

前述 した ように､六十九銀行 と長岡銀行は､中越地域にある 2つの大銀行で

あ■り､お互いに競争意琴 を持っでいたo六十九銀行は､大正前期に長岡銀行が

積極的に店舗 を拡大 したのを見て､銀行合同に積極的に参加す ることにした｡
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長 岡銀行の場合､県内の合併は見附銀行一行のみであったO ただ し､長岡銀

行は東京栄銀行を合併 し､東京に 4店舗 を設置 したDこれは､長岡銀行の支店

拡大方針 によるものであった｡第 1次世界大戦がもた･らした好況によって､各

産業 は著 しく発展 をとげた｡長岡銀行はこのブームに乗 り､積極的に支店の展

開を行った｡1912年糸魚川支店､1914年新発 田支店､1919年水原派 出所､19■14

年千手派出所､1918年東京支店､新潟支店を開業 して･いる｡ さらに､1922年

東京栄銀行 を合併 し､東京 に 4支店を設置 した｡ しかし､1920年以降､恐慌

が相次いだこと､･とりわけ 1923年の関東大震災によって長岡銀行は大きな打

撃を受けた｡廟 潟県の銀行は､関東大震災か ら受 けた打撃は比較的少 なかった｡

その理 由として､東京■に支店を持つ銀行が少なく､支店を持っていた としても

一店舘のみであ り､各銀行の取引の中心は県内各企業であったこといがあ げ られ

るO 関東大震災の影響 を受けて長岡銀行の経営は悪化 し､減資を行わざ るを得

lなかったO この経験 もあって､以降長岡銀行は銀行合同に慎重な方針 をとり､ヽ

1923年以降銀行合 同に参加 しなかった｡

一方､第四銀行は､県内第-の銀行である, 政府の銀行合同政策 に参加 し､

実力 の強化､経営基盤 の拡大につなげるため､積極的に銀行合同を行 った と考

えられ るD

また､合併 された銀行の地域か ら見ると､由述 したように､1940年まで欝

四銀行は下越地域を中心として､中越地域 も視野に入れた銀行合同方針 をとっl

て､合併を行った｡ この結果､下越地域での勢力 を強化 し､ヰ 越地域 に勢力を

伸ばす ことができた｡ これに対 し､六十九銀行の勢力はもともと長 岡を中心 と

す る中越地域にあった｡ 合併 した銀行 も､ほとん ど中越地域にあった銀行であ

る (表 92参照)｡六十九銀行は合併によって､中越地域での基盤 を固め､中越

で最 も勢力をもつ有力銀行 に.成長 したO しか し､この時期には､第四銀行 も､

六十九銀行 も､上越地域を営業範囲外 としていことにも注意すべきである｡

1940-年以睦､第四銀行は政府の指導の下で､･積極的に百三十九銀行な ど上

越の銀行を合併 し､勢力を上越に伸ばした｡
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(2) 銀行合同の理由分析

本論文では､第四銀行及び六十年銀行における銀行合同を中心に考察 してき

た｡ 第四銀行の場合､大正期か ら1940年にかけて､長時間にわたって､21行

の銀行を合 同した｡銀行合 同のタイプは､3つに分けることができる.第-は'､

経営困難の銀行を救済す る救済型であるol=のタイプの銀行合同は一､大正前期

に見 られた0 1920年以降､相次 ぐ不況､恐慌によって∴銀行は動揺 したfo 新

潟県内においては､米価 の下落､機業などの産業の不振によって､経営困難に

陥った銀行がかな りあった｡ 中条共立銀行はその例である｡第二は､経営困難

な銀行骨 救済 し､自行の規模 を拡大す 争規模拡大型であるO 他行の救済 を行い

なが ら､資本金を増加 させ､支店を増や し､勢力地域外に積極的に進 出す る｡

この例には､燕銀行や､相川銀行などがあり､.大正後期か ら昭和前期にかけて

多 く見 られた｡例えば､相川銀行の場合､第四銀行は相川銀行 を合併 し､それ

を相川支店 として継承 した｡これによって､第四銀行は､佐渡にまで勢力を伸

ばしたb･最後撞､政府の銀行合同政策による協力型である0 1927年以降､｢銀

行法｣が公布 され､銀行の最低資本金が決められた｡しかも単独増資 を認めな

い原則の下で､琴資格になった銀行には解散若 しくは合併 され る道 しか残って

いなかった｡ この柳には､広瀬銀行等がある｡

一方､六十九銀行の場合､2つめタイプの合併がみ られる. 経営困難 な銀行

を救済 し､自行の規模 を拡大す る規模拡大型 と.､政府の銀行合同政策 による協

力型 である｡ 前者 には､越見銀行等 3つの例がある｡ 経営が行き詰まった越見

銀行 を合併す ることで､六十九銀行は見附支店を開設す ることができ､本格的

に織物金融 を取 り込むことになったo L後者には､関原銀行な ど8行があるO

以上､見てきたように､両大戦間期 においては､新潟県の三大銀行 の うち､

第四銀行 と六十九銀行は､積極的に銀行合同を行い､自行の実力を拡大 してい

た｡前述 したように､1920年以降､政府の銀行合同政策の本格化 と相まって､

第四銀行でも､六十九銀行でも､銀行食 併は増加 した｡合併のタイプに最 も多

かったのは､政府の銀行合同政策による嘩力型であったD 両大戦間期 における

銀行合同は､政府の政策の影響が大きかった｡しカ干し､政策の影響だけで銀行

合同が進 め られた とは言い切れないこ政府の指導に従って銀行が合併先 を選ぶ
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際に､､ 自行に最 も有利 な銀行 を選んでいたことは､これまでの分析で明らか

である｡小千谷銀行は､六十九銀行の子銀行であったが､合併 に際 して､敢え

て第 四銀行 を合併先に選んだ｡その理 由は､地域の金融状況 を考慮 し､株主に

有利 な条件で合併をするためであったO-方､前述 した､堀之内銀行は､六十

九銀行に合併を求めたが､合併条件が一合わず､結局､合併を諦 めて､1930年

小千谷銀行 と合併 した｡

各銀行は合併に際 して､地域の状況を考慮 し､株主に最 も有利な合併先を選

んでいた｡前述 したように､新潟の銀行は､地主及び地元企業家によって設立

されたものであるO 銀行合 同は､企業家グループに大き な関連を持 っていたO

すなわち､企業家たちは､まず 自己の企業活動に最 も有利な形で銀行の合併を

行お うとしたため､決 して､政府の政策通 りにはな らなかったのである｡

(3) 銀行合同 と銀行経営

両大戦間期における銀行合同を経て､新潟県内の小銀行は整理 され､新潟県

の地方金融寡 占システムができた｡ すなわち､第四銀行が頂点に立つ新潟金融

体制が作 り上げられたのである｡

前述 したように､Lこの銀行合同を-て､第四銀行の勢力は､県内各地に行き

嘩 り､資本金 も店舗 もかな り増加 したO預金 も､貸出金 も県内全体の 30%以

上に達 して､新潟県Tの大銀行に成長 したO-方､･六十九銀行 も銀行合 同によ

って､資本金も店舗 も増や し､長岡地域に最 も強い有力銀行- と成長 した｡l

一方､この銀行合同は､企業の ｢機関銀行｣的性格を排除し､健全な銀行経

営につながった｡今井銀行や､長岡銀行等のように､有力地方財閥によって､

設立 され､資金の運用 も主にグループ内で行われ､̀そのグループの ｢会計部｣

としての役割を呆た していた銀行は､銀行合同によって合併 され､第 四銀行､

六十九銀行等の支店 として継承 され､資金運用の偏 りを解消す ることができた｡

また､こ′のようにしてできた地方銀行では資力が強化 され､反動恐慌､金融

恐慌な ど-1連の不況の際に見 られた大規模な銀行取付騒ぎが現れ る可能性 を

低めた｡このことは第四銀行などの預金､貸出金の動向をみると明 らかである｡

合併に伴って､経営基盤 を強化 した第四銀行では預金 もJ貸出金 もかな り増加一し
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た｡

反面､この時期の銀行合同政策によって銀行合同が進め られた結果､淘汰す

べき銀行に生き延びるチャンスを与えた｡ これ らの銀行 にとって､｢銀行合同I

は単なる目先の危機 を先送 りするための､ない しは 自らが作 り出した経営危機

の要 因を自らの責任で解決 しないため?-方便に過 ぎなくなって しま｣142っIfr

のである｡

4 ･その他銀行 と銀行合同

両大戦間期における新潟県の銀行合同は､1940年まで全部で 65行 あった｡

その うち∴第四銀行 21行､六十九銀行 11行､長岡銀行 1行であ り､そのほか

に､新潟銀行､百三十九銀行､禰崎銀行､安塚銀行､能生銀行 に率いて､合計

20行の銀行合同があった｡その うち､県外銀行 2行を除 くと､18行 の銀行合

同があった｡1940年時点に残ったこの 8行の銀行は計 51行の合併 を行 って新

潟県銀行合同数の 8割近 くを占めて.いるO第 6章では､この 5行の銀行 を中心

に行われた銀行合同を考察 した｡その結果､第四銀行､六十九鍍行 と同 じ合併

タイプがみ られた｡特に､これ ら銀行が合併 した銀行 には､小銀行がかな りあ

り､銀行合同政策によるものが多かった｡合併先を選ぶ際にも､地域 を考慮 し､

他地域の銀行を選ぶものもあれば､親銀行に合併 したものもあった｡

この 5行の銀行における銀行合同の特徴は､各所在地域に限 られていること

である｡この 5行の銀行は､それぞれの地域で､銀行を合併 し､地域内の勢カ

ーの紘大を囲ったO とはいえ､結局､銀行合同政策かち逃れ られず､1940年以

降､第四銀行に合併することとなった｡

こ･のよ うな合併が地域金融の強化につながった ことはた しかである｡しか し､

前述 したよ うに､淘汰 されべき小銀行は､合併により､倒産の高運か ら逃れた｡

銀行合同政策は､市場経済の根本 と離れ､市場経済の発展を阻害 したのであるo･

142 前掲 『両大戦間期における銀行合同政策の展開』448ページ｡
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終章 結語

序章で提示 した とお り､本論文の課題は､新潟県の例を中心に､両大戦間期

における地方 レベルの銀行合同を分析 し､地方銀行内部の動 きを考察 し､各銀

行が合同す るにいたった理 由をタイプ化する点にあった｡

新潟県の銀行合 同は､1920年以降に本格化 し､1940年には 11行 のみ とな?

たO その うち､普通銀行は､7行であった0本論文では､こtの 7行 の普通銀行

における銀行合同を中心に考察 した｡

これ ら銀行における合同には､3つのタイプが検出できた｡ 表 107が示すよ

うに､新潟県の銀行合同の うち､6割以上の銀行は､協力型の銀行合 同である｡

銀行経営 とい う観点か らみて さほどの内的必要性 があるよ うにもみえないの

に合 同する銀行で､政府の政策に協力 した とい う意味で協力型 と命名 した｡

他銀行 を吸収す ることによ云て規模 を拡大 しようとす る規模拡大型 の銀行

合同は､約 3割を占めていた｡経営危機に瀕 した他銀行 を吸収 して地域の経済

界を救済 しようとす る救済型の銀行合 同は 1割未満であった｡

時期か ら見ても､救済型 と規模拡大型甲タイプは大正期のほ うが昭和期 より

も多いのに対 し､協力型のタイプは､銀行法が公布 された 昭和期に多 く行われ

ていたoこのことは､両大戦間期の銀行合同の一定割合は､銀行 自身の経営判

断によるところが大きい ことを示唆 している｡

政府の銀行合同政策が､新潟県にあっても､銀行合同を強 く推 し進 めたこと

は否定できない｡しか し､新潟県の事例を見るかぎ り､この銀行合同が､政府

方における金融システムの安定は､地方の経済界 自身が求めたことが らでもあ

ったo'銀行合 同政策は､地方纏済や地方の銀行界にとって､好ましい政策であ

った と評 してよい｡ 第四銀行や六十九銀行などは､吸収 された銀行側の有力資

産家 も積極的に自分のグループに取 り込んでお り､これによって､銀行の株主

が大きく変化 し､銀行や企業グループの実力強化につながったのである.
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表 107'新潟県の銀行合同の理由分析

曙 日許 画 日冴 昭; 昭; 昭:

二 5行 3行 1行 2行 1行 . 1行 1行 1行 1∈行

三 醜 .. 2行 9行.0行 8行 1行 2行 2行 由 1行+2行 1行 1行 1行 3行

備毎朝棚

出現職 5､新 森諒玖筆削戒
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閑適 法規

1 ｢銀行条例｣は､.本論文第 2章 10ページに掲載0

2 ｢銀行合併法｣は､本論文第 2章 21Ji-ジに掲載D

3 ｢貯蓄銀行法｣

大正十年 四月

汝律第七十四号

貯蓄銀行法

第-条

四

第二条

第三条

第四条

第五条

左二掲クル業務 ヲ営ム者ハ之ヲ貯蓄銀行 トス

複利 ノ方牡二依 り預金 ヲ受入ルル コ ト

ー回十円未満 ノ金額 ヲ預金 トシテ受入ルル コ ト

予 メ払戻 ノ期 限 ヲ定メ定期二又ハー定 ノ期 間内二於テ数 回二

預金ヲ受入ルル コ ト

期 限ヲ定メテ一定金額 ノ給付 ヲ為 ス コ トヲ約 シ定期 二又ハー

定ノ期間内二於テ数回二金銭 ヲ受入ルル コ ト

貯蓄銀行 二非 サルキ ノハ前項 ノ東務 ヲ営ムコ トヲ痔ス但 シ貯

蓄銀行二非サル銀行力預金取引 ヲ有スル者 ヨリ其 ノ者 トノ取~

引 ノ結果生シタル十 円未満 ノ金額 ヲ其 ノ預金二受入 レ又ハ小

切手二依 り･仕払 ヲ為ス- キ預金取引.ヲ有スル 者 ヨリ十 円未満

ノ金額ヲ其 ノ預金二受入ルル場合ハ此ノ限ニアラス

貯蓄銀行業ハ主務大臣ノ免許 ヲ受 クタル ニ非サ レハ之 ヲ営ム

コ トヲ得ス

前項 ノ免許 ヲ受ケン トスル者ハ 申請書二定款及業務 ノ種類及

方法ヲ記載シタル書面 ヲ添附シ之 ヲ主務大臣二提出ス- 辛

貯蓄銀行業ハ資本金五十万円以上 ノ株式会社 二非サ レハ之 ヲ

営ムコ トヲ得ス

貯蓄銀行ハ其 ノ商号中二貯蓄銀行ナル文字 ヲ用 ウ- シ

貯蓄銀行 二非サル者ハ其 ノ商号 中土貯蓄銀行 タル コ トヲ示 夷

へキ文字 ヲ用 ウルコ トヲ得ス

貯奮銀行ハ第一条第-項 ノ兼務 ノ外左二掲 クル嚢務 ヲ併せ営
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四

五

第六条

第七条

第八条

第九条

第十条

第 十一条

ムコ トヲ得

定期預 り金 ､

保護預 り

債権 ノ取立

公共団体又ハ産業組合 ノ金銭出納事務 ノ取扱

公共団体又ハ産業組合 ヨリノ要求払預 り金

貯蓄銀行ハ本姓二規定セサル業務 ヲ営ムコ トヲ得ス

貯蓄銀行 力貯蓄銀行 ノ営 ムコ トヲ得サル業務 二属 スル 契約ニ
/

基 ク権利 義務 ヲ合併二因 りて承継 シタル場合 二於 テハ其 ノ契∫

約 ノ完 了スル迄働 其 ノ契約 ノ属 スル業務 二限 り之 ヲ継続 スル

コ トヲ妨ケス

貯 蓄銀行ハ小切手二依 り仕払 ヲ為 ス第一条第一項第-号第二

号 ノ預金取引ヲ為スコ トヲ得ス

貯蓄銀行ハ第-条第一項及第五条第-号第五 号 ノ規 定二依 り

受入 レアル金額 ノ三分 ノー以上 ノ金額二相 当スル 国債 ヲ供託

スへ シ但 シ供託金額 中受入金額 ノ五分 ノー ヲ超ユル額 二付テ

ハ第十一条第一項第-号 ノ有価証券 ヲ以テ国債 二代 フル .= ト

ヲ得

前項ノ受入金額ハ毎半年末 日現在二依 り之ヲ衰ム

預金者及第一条第一項第 四号 ノ●規定二依ル給付金 ノ債権者ハ

其 ノ預金及給付金二関シテハ前条 ノ規定二依 リテ供轟 シタル

国債及有価証券二付他 ノ債権者 二先チ排済 ヲ受 クル ノ権利 ヲ

有ス

貯蓄銀行ハ左 ノ方法土俵ル ノ外其ノ資.金 ヲ運用 スル コ トヲ得

ス

国債､地方債､社債又ハ株式 ノ応募引受又ハ買入

国債其 ノ他前号二掲クル有価証券 ヲ質 トスル貸付

不動産 ヲ抵 当 トスル貸付

預金者二対シ其預金額 ヲ限度 トスル貸付

第一条第丁項第四号 ノ規定二依ル給付金 ノ債権者 二対 シ其 ノ給
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付金額ヲ限度 トスル貸付

銀行-ノ預ケ金又ハ郵便貯金

銀行引受手形 ノ買入.

前項二規定スル社債及株式二付テ-其 ノ種類 ヲ定メ主務大臣ノ

認可 ヲ受 ク-シ

第十二条 一 貯蓄銀行 ノ所有 シ又ハ貸付金若 クハ預ケ金 ノ担保 トシテ受入ル

ル-会社 ノ株式ハ該会社 ノ総株式 ノ五分 ノー ラ超ユル コ トヲ得

ス

第十三条 一人二対ス).i,貸付金額ハ払込資本金及準備金 ノ十分 ノー ヲ超ユ

ル コ トヲ得ス

第十一条第-項第五号 ノ貸イ寸金額 中既二受入 レタル金額 ヲ超過

スル額二付テハ確実ナル担保又ハ保証アル コ トヲ妻ス

第十四条 ､ -F銀行二対スル預ケ金及其 ノ銀行 ノ引受ケタル手形 ノ買入高 ノ′

総額ハ第一条第一項及第五条第一号第五号二規定スル受入金 ノ

十分 ノー ヲ限度.トシ且該銀行 ノ払込資本金及準備金 )四分 ノー

ヲ超ユル コ トヲ得犬但シ其総額 中国便其 ノ他第十一条第一項第
∫

-号二掲 クル有価証券 ヲ以テ担保セ ラレタル額二付テハ此ノ限

二在 ラス

第九条第二項 ノ規定ハ前項 ノ受入金 ノ額二付之 ヲ準用ス

第十五条 貯蓄銀行力其 ノ財産 ヲ以テ債務 ヲ完済スル コ ト能ハサルニ至 リ

タル トキハ第-条第-項及第五条第一号第五号 ノ痩定二依ル 契

約 二基ク銀行 ノ債轟二付各取締役ノ)連帯シテ其 ノ弁償 ノ責二任

ス

前項 ノ責任ハ取締役 ノ退任登記前 ノ債務二付退任登記後二年間

偽存続ス

第十六条 貯蓄銀行ハ左 ノ場合羊於テハ主務大臣ノ認可ヲ受 ク- シ

定款 ヲ変更セム トスル トキ

業務 ノ種類又ハ方絵を変更セム トスル トキ
､

代理店ヲ設置セ ム トスル トキ

主務大臣ハ必要 下露 ムル トキハ業務 ノ種類若 クハ方絵 ヲ制限シ
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又ハ其ノ変更ヲ命スル コ トヲ得

第十七条 貯蓄銀行 ノ解散 ノ決議ハ主務大臣ノ認可ヲ受 クLJレニ非サ レハ其

ノ効力 ヲ生セス

第十八条 主轟大臣ノ免許 ヲ受ケスシテ貯蓄銀行業 ヲ営 ミタル者ハ五≠円

以下ノ罰金'=処ス .

第十九条 左 ノ場合二於テハ貯蓄銀行 ノ敢締役､監査役又ハ清算人 ヲ十円

以上千円以下ノ 過料二処ス

第六条､第八条､第九条､第十一条乃至第十四条及第十六条第

-項 ノ規定二違反シタル トキ

第十六条第二項ノ規定二依 り主務大臣ノ為シタル命令二違反シ

タル トキ

第二十条 第四条第二項 ノ規定二違反シタル者ハ十円以上百円以下 ノ過料

二処ス

第二十一条 本法二別段ノ規定ヲ設ケサル事項二付テハ銀行条例二依ル

銀行条例第二条 ノ三ノ規定ノ適用二付テハ第一条第-項第四号

ノ規定二依ル給付金 ノ債権者ハ之ヲ預金者 卜者倣ス

第二十二条 ノ貯蓄銀行業 ヲ虜 ム者ニハ命令 ノ定ムル所二億 リ営業税額 ノ二分

ノー ヲ免除ス

附 則

第二十三条 本絵施行 ノ期 日ハ勅令 ヲ以テ之 ヲ定ム (大正十年六月勅令第二

百八十四号ヲ以テ同十一年一月一 日ヨリ施行 ノ旨公布セ ラル)

第二十四条 貯蓄銀行条例ハ之ヲ廃止ス,

旧絵二依 リテ営業ノ帯可ヲ受ケタル貯蓄銀行ニシテ畢法施行 ノ

際現二存スルモノハ本法二依 リテ免許 ヲ受ケタル貯蓄銀行 卜者

倣ス

旧法二依 リテ為シタル認可､処分其他 ノ行為ハ本汝 中之二相当

スル規定アル場合二於テハ本法二依 リテ之ヲ為シタルモ ノ 卜者

倣ス

第二十五条̀ 廓 条第二項 ノ貯蓄銀行 ノ資本金二付テノ､本法施行後五年 ヲ限り

伽 旧法二依ル
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第二十六条 第二十四条第二項ノ貯蓄銀行ニシテ現二其ノ 商号中二貯蓄銀行

又ハ貯金銀行ナル文字 ヲ用 ウルモ ノ∫ニ限 り1第四条第一項 ノ規定

二拘ラス偽其 ノ商号 ヲ用 ウル コ トヲ得

第二十七条 第二十四条第二項 ノ貯蓄銀行力第九条 ノ規定二依 リテ為スへキ

供託二付テハ本絵施行後二年 ヲ限伽 旧姓二依ル但シ其 ノ期間内

二於テ新二供託 ヲ為ス場合二於テハ第一条第-項 ノ規定二依 り

受入 レタル金額 ノ四分 ノー迄ハ国債二限ル

第二十八条 本法施行 前貯筆銀行 ノ為シタル契約ニシテ本法二依 り貯蓄銀行

ノ為スコ トヲ得サル業務二属スルモ ノニ付テハ其 ノ契約 ノ完了

スル迄偽其 ノ契約ノ属スル業務二限 り之ヲ継続スル ゴ トヲ得

第二十九条 本法施行 ノ際現二貯蓄銀行 ノ所有スル公債､社債又ハ株式ニシ

･テ第十一条第-項第一号ノ規定二依 り応募､引受又ハ買入 ヲ為

スコ トヲ得サルモノハ本法施行後三年 ヲ限 り偽之ヲ所有スル コ

トヲ得

本法施行 ノ●際現二貯蓄銀行 ノ所有スル株式ニシテ第十二条 ノ規

定二依ル限度 ヲ超ユルモノニ付テハ本法施行後三年 内二之ヲ其

ノ限度二適合セシム'-シ

第三十条 本法施行 ノ際一銀行二対スル預ケ.金及其 ノ銀行 ノ引受ケタル手

形 ノ買入高}総額力第十四条第-項 ノ規定二依ル限度 ヲ超ユ/レ

.場合ニ.於テハ本姓施行後二年内二之 ヲ其ノ限度二通合せシム-
ノ̀

シ

第三十一条 貯蓄銀行 ノ取締役ニシテ本法施行前退任 シタル者ノ貯蓄銀行条

例第三条ノ規定二依ル責任.ニ付テ六‡射日法二依ル

第三十二条 本法施行前貯蓄銀行条例第-条 ノ事業 ヲ廃止シタル者ハ既二締

結シタル契約 ノ完了スル迄偽其契約 ノ属スル業務二限 り此ヲ継

続スル コ トヲ得此ノ場合二於テハ貯蓄銀行条例第三条乃至第六

条ノ二及第九条 ノ二 ノ規定ヲ準用ス

第三十三条 ･本絵施行 ノ際貯蓄銀行二非スシテ現二大正四年法律第二十三号

附則第四項 ノ規定二依 り本汝第-条第-項第三号第 四号 ノ業務

ヲ継続スル者二関シテハ伽旧法二依ル
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4 ｢銀行法｣

昭和二年三月二十九 日

汝律第二十一号

第-条

第二条

第三条

第四条

第五条

第六条

第七条

内閣縛理大 臣 若槻碓次郎

大蔵大臣 片岡直温 ◆

左土掲グル業務 ヲ営ム者ハ之ヲ銀行 トス

預金 ノ受入 卜金銭 ノ貸付又 ハ手形 ノ割引 トヲ併せ為スコ ト

為替取引ヲ為.スコ斗

営業 上シテ預金 ノ受入 ヲ為ス者ハ之ヲ銀行 卜者倣ス

銀行業ハ主務大臣ノ免許 ヲ受クル 羊非ザ レバ之 ヲ営ムコ トヲ得

-ズ

銀行業ハ資本金百万円以上ノ株式会社二非ザ レバ之 ヲ営ムコ ト

ヲ得ズ但 シ勅令 ヲ以テ指定スル地域二本店又支店 ヲ有スル銀行

ノ資本金ハ二百万円ヲ下ル コ トヲ得ズ

前項但書 ノ規定二依 り地域 ノ指定ア リタル場合 二於テ其 ノ地域

二本店文支店 ヲ有スル銀行ニシテ資本金二百万 円未満 ノモ ノハ

指定 ノ日ヨリ五年 ヲ限 り前項但書 ノ資本金二依 ラザル コ トヲ得

銀行ハ其 ノ商号 中テ銀行ナル文字 ヲ用 フべ シ銀行=.非ザルモ ノ

ハ其商号 中二銀行タル コ トヲ示スべキ文字 ヲ用 フル コ トヲ得ズ

銀行 六担保附社債信託法二依 り担保附社債二関大ル信託業 ヲ営

ミ又ハ保護預 り其 ノ他 ノ銀行業二附随 スル業務 ヲ営ムノ外他 ノ

業務 ヲ営ムコ トヲ得ズ

銀行ハ左 ノ場合二於テハ主務大臣ノ認可ヲ受 クべ シ

商号 ヲ変更壱 ン トスル トキ

資本金 ヲ変更セン トスル トキ

支 店其ノ営業所又ハ代理店ヲ 設置セン トスル.トキ

本店其ノ他 ノ営業所 ノ位置ヲ変更セン トスル トキ

支店以外 ノ営業所 ヲ支店二変更セ ン トスル トキ

銀行ハ代理店主 ヲシテ其 ノ代理事務二関シ代理店 ノ出張所其 ノ

他 ノ従タル営業所又ハ復代理店ヲ設クル コ トヲ得ズ

...･;.I怒声
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第八条

第九条

第十条

第十一条

第十二条

第十三条

第十 四条

第十五条

第十六条

第十七条

第十八条

銀行ハ資本 ノ総額二達スル迄ハ利益 ヲ配 当スル毎二準備金下シ

テ其 ノ利益 ノ十分ノー以上 ヲ積立ツベ シ

銀行 ノ営業年度ハ一月 ヨリ六月迄及七月 より十二月迄 トス

銀行ハ営業年度毎二業務報告書 ヲ作成 シテ ノヲ主務大 臣二提 出

スべシ′

銀行ハ営業年度毎二主務大臣ノ定ムル様式二依 り貸借対照表 ヲ

作成シテ之 ヲ公告スべシ

銀行 ノ監査役ハ琴行 ノ業務及財産 ノ状況二関スル調査 ノ結果 ヲ

記載 シタル監査書 ヲ毎営業年度二回作成シテ之 ヲ本店二備-置

クべ シ

銀行 ノ常務 二従事スル取締役又ハ支配人ガ他 ノ会社 ノ常務 二

従事キ ン トスル トキハ主務大臣ノ認可ヲ受 クべシ

銀行 ノ合併ハ主務大 臣ノ罷可 ヲ受 クル ニ非ザ レバ其 ノ効力 ヲ

生ゼズ

銀行 ガ合併 ノ決議 ヲ為 シタル場合 二於テ商法第七十八条第二

項 ノ規定二依 リテ為スべキ催告ハ預金者 二対 シテハ 之 ヲ為 ス

コ トヲ要セズ

銀行 ガ合併 ノ決議 ヲ為 シタル場合 二於テ商法第七十八条第二

項但書 ノ期 間ハー月迄之 ヲ下ス コ トヲ得合併二因ル株式併合

ノ場合二於テ商法第二百二十条 ノ二但書 ノ期 間二付亦 同ジ

銀行 ガ合併 二因 T)テ貯蓄銀行法第-条第-項 ノ業務 二属スル

契̀約 二基 ク権利義務 ヲ承継シタル場合二於テハ其 ノ契約 ノ完

了スル迄伽其 ノ契約二関スル業務 二限 り之 ヲ継続 スル コ トヲ'

妨ゲズ

貯蓄銀行法第九条､第十条及第十革条 ノ規定ハ前項 ノ場合二之

ヲ準用ス

銀行 ノ休 日ハ祭 日､祝 日､日曜 日其 ノ他銀行 ノ営業所所在地二

行ハルル一般 ノ休 日二限ル

銀行ガ天災其 ノ他避 クべ カラザル事変二因 り臨時二休 業スル 】

トキハ直土其 ノ旨ヲ広告地方長官二届出ヅベ シ
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第十九条

第二十条

銀行ガ預金 ノ払戻 ヲ停止スル トキハ直二其 ノ旨ヲ広告 シ事庖

ヲ具シテ主務大臣二届出ヅべシ

主務大臣何時ニチモ銀行 ヲシテ其 ノ業務二関スル報告 ヲ為サ

シメ又ハ監査書其ノ他 ノ書類帳簿 ヲ提出セシムル コ トヲ得

第二十一条 主務大臣ハ何時テモ部下 ノ官吏二命 ジテ銀行 ノ業務及財産 ノ

状況 ヲ検査セシムル コ トヲ得

第二'十二条 主務大臣ハ銀行 ノ業務又ハ財産 ノ状況二依 り必要 上認 ムル ト

キハ業務 ノ停止又ハ財産 ノ供託 ヲ命 ジ其 ノ他必要ナル命令ヲ

′為スコ トヲ得

第二十三条 銀行ガ法令､定款若ハ主務大臣ノ命令二違反シ又ハ公益 ヲ害ス

べキ行為 ヲ為シタル トキハ主務大臣ハ業務 ノ停止若ハ取締役､

監査役 ノ改任 ヲ命ジ又ハ営業ノ免許 ヲ取消スコ トヲ得

第二十四条 主務大臣ハ業務 ノ停止 ヲ命セラ t,_タル銀行羊対 シ其 ノ整理 ノ

状況二依 り必要 上認 ムル トキハ営業ノ免許 ヲ取消ス コ トヲ得

第二十五条 銀行業 ノ廃止又ハ銀行 ノ解散 ノ決議ハ主務大臣ノ認可 ヲ受 ク

ルニ非ザ レバ其 ノ効力ヲ生セズ

第二十六条 銀行ガ其 ノ目的 ヲ変更シ他 ノ業務 ヲ営ム会社 トシテ存続スル

場合二於テハ銀行二関スル事務 ヲ管理スル主務大 臣ハ其ノ会

社ガ預金債務 ヲ完済スルニ至ル迄財産 ノ供託 ヲ命 ジ其 ノ他必

要ナル命令 ヲ為スコ トヲ得合併二因 り銀行二非ザル会社ガ銀
t

行 ノ預金債務 ヲ承継シタル場合亦同ジ

第二十七条 銀行 ノ営業 ノ免許ヲ取消サ レタル トキハ之二因 リテ解散ス

前項 ノ場合二於テ清算人ハ利害関係人 ノ請求二因 り又ハ職権

ヲ以テ裁判所之ヲ選任ス其 ノ清算人ノ解任亦同ジ

第二十八条 前条 ノ場合 ヲ除クノ外裁判所ハ利害関係人 ノ請求二因 り又ハ

･職権 ヲ以テ清算人ヲ解任スル′コ トヲ得

前項 ノ規定二依 り清算人 ヲ解任 シタル トキハ裁判所ハ清算人

ヲ選任スル コ トヲ得

第二 十九条 裁判所ハ銀行 ノ清算事務及財産ノ状況ヲ検査シ､財産 ノ供託ヲ

.命ジ其ノ他清算 ノ監督二必要ナル命令ヲ為スコ トヲ得
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第三十条 銀行ノ清算､破産又-強制和議ノ場合二於テ裁判所ハ銀行ノ検

査監督二従事スル官吏二対シ意見 ヲ求メ又ハ検査若ハ調査 ラ

嘱託スル コ トヲ得

第三十｢条 銀行ノ清算､破産又ハ強制和議ノ場合二於テ銀行ノ検査監督二

従事スル官吏ハ裁判所二対シ意見ヲ述ブル コ∴トヲ得

第三十二条 本法施行地外二本店 ヲ有スル銀行ガ本牲施行Y地内二支店､出張
I

所又ハ代理店 ヲ設ケ銀行業 ヲ営マ ン トスル トキハ各営業所毎

二代表者 ヲ定メ第二条ノ規定二依ル免許 テ受クベシ

前項ノ規定二依 り免許 ヲ受ケタル トキハ該営業所ハ本法 ノ適用

二付之ヲ銀行 卜者倣ス此ノ場合二於テハ第三条乃至第六条､第

八条､第十二条乃至第十七条､第二十五条及第二十七条乃至前

条ノ規定二拘 ラズ命令 ヲ以テ別段 ノ規定ヲ設 クル コ トヲ得 .

第一項ノ免許二付テハ主務大臣ハ特二必要ナル制限ヲ附スル コ

トヲ得

第三十三条 主務大臣ノ免許 ヲ受ケズシテ銀行業 ヲ営 ミタル者ハ五千円以

下ノ罰金二処ス

第三十四条 左 ノ場合二於テハ取締役､監査役､支配人､清算人又ノ､本浜施

行地外二本店 ヲ有スル銀行 ノ本駄施行嘩二於 ケル代表者 ヲ一

年以下ノ懲役若ハ禁鍋又ハ八千円以下ノ罰金二処ス

業務報告書又ハ監査書 ノ不実ノ記載ヾ虚偽ノ公告其 ノ他 ノ方

絵二依 り官庁又ハ公衆 ヲ欺岡シタル トキ

本法二依ル検査二際シ帳簿書類 ノ隠蔽､不実ノ申立其 ノ他方

娃二依 り検査 ヲ妨ゲタル トキ

第三十五条 左 ノ場合二於テハ取締役､監査役､支配人､代理店主 (代理店

主法人ナル トキハ其 ノ業務 ヲ執行スル社員､取締役其 ノ他故人

ノ代表者又ハ外国会社 ノ代表者)､清算人又ハ本法掩行地外二

本店 ヲ有スル銀行 ノ本法施行地二於ケル代表者 ノ行為 二村刑

ヲ科スべキ トキハ此ノ限二在ラズ

第五条乃至第八条又ハ第十三条ノ規定二違反シタル トキ

.第十七条二於テ準用スル貯蓄銀行法第九条 ノ規定二違反 シタ
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ノレトキ

三 本法二依 り銀行二億へ置クべキ書類 ノ備付若ハ主務大臣土提

出スべキ書類 ノ提出ヲ怠 甘､之二記載スベ キ事項ヲ記載セズ又

′｢之二不琴ノ記載ヲ為シタル トキ

四 本蔭二定メタル届出若ハ公告 ヲ為ス コ トヲ怠 り又ハ不実 ノ届

出若ハ公告 ヲ為シタル トキ

五 .第二十二条､第二十三条､第二､十六条又ハ第二十九条ノ規定二

依 り主務大臣又ハ裁判所 ノ為シタル命令二違反シタル トキ

六 本法二基キテ発スル命令二違反シタル トキン

第享十六条 第 四条第二項 ノ規定二違反シタル者ハ十 円以上百円以下ノ過

料二処ス

第三十七条

第三十八条

第三十九条

第四十条

銀行ガ本法二依 り為スべキ公告ハ新聞紙二依ルべシ

本汝施行 ノ期 日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

銀行条例ハ之ヲ廃止ス

旧牲二依 リテ営業ノ認可 ヲ受ケタル銀行 土シテ本法施行 ノ際

現二存スルモ ノハ第 四十条及第 四十一条 ノ定ムル制限二従 ヒ

本汝二依 リテ免許 ヲ受ケタル銀行 卜者倣ス

旧法二依 リテ為シタル認可､処分其 ノ他 ノ行為ハ本法 中之二

相当スル規定アル場合二於テハ本絵二依 リテ之 ヲ為シタルモ

ノ 卜者倣ス

前条第±項ノ銀行ニシテ株式会社又ハ外 国銀行以外 ノモ ノ六

本捷施行後五年 ヲ限 り仰其ノ営業 ヲ継続スル 干 上ヲ得

商抵施行前二設立シタル合資会社ニシテ 旧法二依 り営業 ノ認

可 ヲ受ケタル銀行ガ本法施行後五年 内二其 ノ組織 ヲ変更シ又

ハ合併二因 り･株式会社 卜為 リタル トキノヾ前項 ノ･規定二拘 ラズ

其ノ営業 ヲ継続スルコ トヲ得

前項 ノ組織変更ハ主務大臣ノ認可 ヲ受 クルニ非ザレバ其 ノ効

力ヲ生ゼズ

第四十一条 第三十九条第二項 ノ銀行 ノ資本金 二付テハ本法施行後五年 ヲ

限 り第三条第一項本文 ノ二規定ヲ通庸セズ第三十九条第二項ノ
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銀行 ノ合併二因 リテ設立シタル銀行 ノ資本金二付亦同ジ

命令 ヲ以テ定ムル人 口一万未満 ノ地二本汝施行 ノ際現二本店

ヲ有スル銀行二付テハ第三条第-項本文 ノ規定 ヲ適用セズ但

シ其 ノ資本金ハ本法施行後五年 内二五十万 円以上 卜為ス コ ト

ヲ要ス

第四十二条F 本法施行 ノ際現二銀行ニシテ其 ノ商号中二銀行ナル文字 ヲ用

ヒザル主 ノ及銀行二非ズシテ其 ノ商号 中二銀行 タル コ トヲ示

スベキ文字 ヲ用 フルモ ノニ付テハ本絵施行後六月 ヲ限 り第 四

条ノ規定 ヲ適用セズ

第四十三条 本法施行 ノ際現二第五条 ノ業務以外 ノ業務 ヲ営ム銀行ハ本法

施行後五年 ヲ限 り偽其ノ業務 ヲ継続スル コ トヲ得

第四十四条 第三十九条第三項ノ銀行 ノ本法施行 ノ際現二有スル本店及支

店以外 ノ営 業所又ハ代理店ハ本法施行後一年内七 主務大 臣ノ

･課可ヲ受 クルニ非ザ レバ之ヲ存続スル コ トヲ得ズ

前項 ノ認可 申請書ハ本法施行後三月 内二主務大 臣二提 出スべ

シ

第四十五条 本法施行 ノ際現二銀行 ノ常務二従事スル取締役又ハ支配人ニ

シテ他 ノ会社 ノ常務二従事スル者ハ本法施行後｣年 ヲ限.リ主
ヽ

務大臣ノ認可 ヲ受ケズシテ引続 キ其 ノ会社 ノ常務土従事スル

コ トヲ得

第四十六条 第三十九･条第二項ノ銀行ニシテ株式会社又ハ外国銀行以外 ノ

･モノノ業務廃止二付テハ主務大臣ノ認可ラ受クべシ

第四十七条 † 本法中取締役二関スル規定ハ第三十九条第二項 ノ銀行 ニシテ

株式会社又ハ外国銀行以外ノモノニ付テハ其ノ営業主 (営莱主

絵人ナル トキハ其ノ業務 ヲ執行スル社員)ニ之 ヲ準用ス
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